
夏真っ盛りです。マスクを着用しているときは熱中症になりやすくなります。 

お出かけの際は十分に水分と休息をとって、暑い夏を楽しく元気に乗りきりましょう♪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 月 火 水 木 金 土 

 １ ２ ３ ４ ５ ６ 

 休み 

講座「親子ヨガ」 

10:00～10:45 

11:00～11:45 

※要予約 7/26～ 

親子で元気体操 

10:30～11:30 

ハイハイ 

よちよち競争 

10:30～11:30 

※先着 15 組 

 
パパと遊ぼう 

（さわってあそぼう） 
10:30～11:30 

７ ８ ９ １０ １１ １２ １３ 

休み 休み 
にこにこ子育て 

11:00～11:30 

乳幼児のための  

お話し会 

10:30～11:0０ 

休み 
身体測定 

利用時間中 

とばしてあそぼう 
10:00～11:30 

１４ １５ １６ １７ １８ １９ ２０ 

休み 休み 

 

赤ちゃんと 
ほっとタイム 

14:00～15:00 

 
離乳食教室 
（初期） 

13:00～15:00 
※要予約 8/9～ 
栄養士相談 

14:00～15:00 

サマーコンサート 
10:30～11:00 

２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ 

休み 休み 

講座 

「クッキング」 

10:00～12:00 

※要予約 8/16～ 

産後 de バラボ 

14:00～15:00 

※要予約 8/16～ 

リズム遊び 
10:00～11:00 

身体測定 

10:00～12:00 

歯育て教室 

13:30～15:00 

※予約受付中 

さくらんぼ広場 
10：00～11：00 

２８ ２９ ３０ ３１   ↓つどいの広場 HP↓ 

休み 休み  

 

  

 

☆日時：8月 2日（火）10:00~10:45 / 11:00~11:45 

☆講師：河野 香織先生 

☆対象者：6カ月～１歳１１カ月までの子どもとその保護者 

親子で一緒に体を動かして、スキンシップをとろう    

※予約制です。予約はお電話でも受付しています。 

7月 26日（火）から予約受付中です。 

 

  

 

    坂本 峰子さん他 

 乳幼児の心肺蘇生法・AEDについて学びます。 

いざという時のために役立ちますよ！ 

 ぜひ、参加してみてください。 

※対象者：０～３歳までの保護者 

 ※託児あります。 

 ※予約制です。予約はお電話でもお受けしています。 

  ５月２３日（火）から受付中    

来月の講座「親子でリラックスタイム」 

♪日時：７月７日（金） 10:00～12:00 

※６月 20日（火）から受付開始 

今月の講座「救命救護」 

☆日時：６月８日（木） 10:00～12:00 

☆講師：日赤 福岡県支部 幼児安全法支援員 

    坂本 峰子さん他 

 乳幼児の心肺蘇生法・AEDについて学びます。 

いざという時のために役立ちますよ！ 

 ぜひ、参加してみてください。 

※対象者：０～３歳までの保護者 

 ※託児あります。 

 ※予約制です。予約はお電話でもお受けしています。 

  ５月２３日（火）から受付中    

◆駐車場は、大牟田市市民活動等多目的交流施設「えるる」専用駐車場をご利用ください。 

つどいの広場 ８月の予定表 

日 時：８月 23日（火）１0:００～１2:００ 

講 師：内村 律子先生 

対 象：子育て中の保護者とその子ども（託児有） 

材料費：500円 

夏真っ盛りで食欲も落ちていく…       

そんなときは体を労わるレシピで残暑を乗り切りましょう！ 

※予約制です。予約はお電話でも受付しています。 

8月 16日（火）から予約受付開始です。 

 

８月 10日（火）から予約受付開始です。 

講座「親子ヨガ」 

 

講座「クッキング」 

 

日時：8 月 20 日（土）10：30～11：00 

誠修高校の皆さんによる出し物の時間です。 

親子で楽しく過ごしてみませんか？是非ご参加ください！ 

 

サマーコンサート 

 対象：0～3 歳 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

リズム遊び 

（１０時～１１時） 

２Ｆ 多目的ホール 

 月１回、天領保育所の保育士や子どもと一
緒にリズム遊びを親子で楽しみます。絵本
や手遊びなども楽しいですよ！ 
（首の据わった赤ちゃんから参加できます。） 

  赤ちゃんとほっとタイム 

（１４時～１５時） 

毎月第 3 水曜 ３Ｆ 和室 

 月１回、赤ちゃんとママのためのリラック
スタイムです。ベビーマッサージをします
ので、バスタオルを１枚持ってきてくださ
い。（１歳未満が対象です） 

親子で元気体操 

（１0 時３０分～１1 時３０分） 

毎月第１水曜日 ３Ｆ音楽室 

  
月１回、親子で一緒に体を使って遊びます。 
スキンシップもでき、音楽に合わせて踊ったり、
ボールで遊んだりします。 
（歩き出した１歳ぐらいからが対象です。） 
 

身体測定 

（利用時間中） 

※歯育て教室の日の身体測定は 

午前中のみ（12:00 まで）となります。 

月２回、計測ができます。 

奇数月は保健師の「育児相談」ができ、 
偶数月は、「歯育て教室」で、歯のお話、相談、
ブラッシング指導等があります。 
※対象年齢が限定される月があります。 

母子健康手帳をご持参ください。 

にこにこ子育て 

（11 時～11 時 30 分） 

月１回、甘木山乳児院の保育士や栄養士と
一緒に乳児期から子育てについての悩みを
語りませんか？ 

子育て講座 

 月 1 回、講師の方を迎えて、子育てに関する
ことをテーマにした講座を開催していま
す。（講座によっては託児があります。） 

子育ての役に立ち、学ぶことができます。 

乳幼児のためのお話し会 

（１０時３０分～１１時） 

毎月 第 2 水曜日 

 月１回、読み聞かせボランティア「おはな
しの広場たんぽぽ」による楽しい絵本の時
間です。赤ちゃんも楽しんで、親子で一緒に
参加できます。 

パパと遊ぼう 

（１０時３０分～１１時３０分） 

 月１回、土曜日に楽しい制作やいろんな遊
びなどを予定しています。もちろんママの
参加も OK！ご家族みなさんでどうぞ。 
（制作は数量に限りがあります。 
受付は 11 時までとなります。） 

●●つどいの広場で毎月行っている行事●● 

おねがい おねがい おねがい 

☆日時：8月 24日（水）14：00～15：00 

☆講師：黒田 由香里先生 

妊娠、出産が終わったら、次は育児！家事！ 

産後骨盤がゆがんだままだと血行やリンパの流れが悪くなったり 

肩こりや腰痛の原因にもなります。 

お子さんと一緒にバランスボールを使って楽しく体のメンテナンスをしませんか？ 

 

産後 deバラボ 

 

離乳食教室（初期） 

 

 

日時：8 月 13日（土） 

10：00～11：30 

夏休み期間、どこに行こうか 

悩んでいませんか？ 

つどいの広場では 

紙ひこうきつくりを開催します！ 

パパママで折り方を覚えたり、子どもた

ちには絵を書いてもらいオリジナルの 

紙ひこうきの作成をしませんか？ 

ご家族、兄弟児さんのご参加も 

お待ちしています    

さくらんぼ広場では多胎児さんの親子同士

が遊んだり、お話できる交流会を行います    

妊婦さん、そのご家族の方も歓迎します！ 

子育てのヒントを共有しませんか？ 

 

さくらんぼ広場 

※予約制です。 

予約はお電話でも受付しています。 

予約受付開始 8月 16日（火）から 

 

パパとあそぼう 

（さわってあそぼう） 

日時：８月６日（土）10：30～11：30 

今月は感触あそび 

（スライムつくり、寒天あそび）を行います！ 

汚れても大丈夫なお洋服できてくださいね    

日時：8月 19日 13:00~15:00 

講師：甘木山乳児院 栄養士 

対象：5～7ヵ月の子どもとその保護者 

材料費：300円 

イベント中はお悩みや質問も 

たくさん受け付けています☆ 

※予約制です。予約は 8月 9日（火）から 

受付開始。お電話でも受付ています。 

 


