Ｈ29

子育てカレンダー

11月号

島田市役所 子育て応援課 ℡36-7159 FAX36-8006

「※」印がある行事は、事前に申込みが必要です。

△健診・相談・予防接種
講座
日
月
火
☆イベント・講座 ♪幼稚園サークル ◎子育てのひろば
□読み聞かせ ▽児童センター・こども館 ☆子育てサークル
5

6

♪※北幼みんなであそぼ！
□島田おはなしの会
▽お茶っ娘 お点前披露 ◎おおるりきしゃぽっぽ

12
□大津お話しの会
▽こども館臨時休館日

13
♪※北幼稚園ピースっこ
▽こども館臨時休館日

水

木
1

♪てんとうむしクラブ
□えのころ

保健福祉センター
はなみずき
℡34－3281
(健康づくり課)

金

△３歳児健診
□おはなしエプロン

7

土

2

8

3
☆今川さんと遊ぼう！

9

4
□島田図書館

11
△７か月児相談
△３歳児健診
△離乳食講習
□さくらんぼおはなし会
△１歳６か月児健診
♪みどりてんとうむし
♪五和幼遊びにおいでよ □山びこ親子読書会
♪ノンタンの会
◎子育て広場
◎あかちゃん部(ロ)
▽こども館臨時休館日
◎子育てふれあいネット
◎旭町きしゃぽっぽ
◎元島田きしゃぽっぽ
14
15
16
17
18
△７か月児相談
♪てんとうむしクラブ
♪ノンタンの会
◎たんぽぽ(ピラティス
□えのころ
△１歳６か月児健診
♪※北幼稚園ピースっこ □たまごマザーおはなし ▽おはなしでてこい
□あすなろ
♪南幼稚園あっぷる
▽こども館臨時休館日
◎子育て広場
▽こども館臨時休館日
▽こども館臨時休館日
◎さんらいむきしゃぽっぽ ▽※親子でジャンプ
▽こども館臨時休館日
▽※たんぽぽタイム
☆ほいくまつり
▽こども館臨時休館日
21
22
23
24
25
▽こども館リニューアル
◎みんなのクローゼット
◎あかちゃん部（み）
♪※北幼キッズクリスマス
▽こども館臨時休館日
オープン！
□金谷図書館おはなし会
□川根図書館おはなし会

19
20
♪※北幼みんなであそぼ！
▽こども館臨時休館日
◎大柳きしゃぽっぽ
◎※あい愛サロン
▽こども館臨時休館日
26
27
28
29
△川根乳幼児相談
♪ノンタンの会
▽※リフレッシュタイム
♪みどりてんとうむし
♪※北幼みんなであそぼ！ ◎番生寺きしゃぽっぽ
▽※ファミリーサロン
◎子育て広場
◎※あい愛サロン

10

30

設

7日(火)9:30～10:00 H29.4.1～4.15日生
14日(火)9:30～10:00 H29.4.16～4.30日生

場所:保健福祉センター(はなみずき)
持ち物:母子健康手帳、バスタオル1枚、ハンカチ、アンケート(しまだ・こども手帳に添付)

△１歳６か月児健診

7日(火)12:45～13:15 Ｈ28.4.1～4.13日生
14日(火)12:45～13:15 Ｈ28.4.14～4.30日生

△３歳児健診

2日(木)12:45～13:15
9日(木)12:45～13:15

△離乳食講習

10日(金)14:00～15:00

△川根乳幼児相談

27日(月)9:30～11:00

事

業

名

Ｈ26.10.1～10.13日生
Ｈ26.10.14～10.31日生

場所:保健福祉センター(はなみずき)
持ち物:母子健康手帳、アンケート(しまだ・こども手帳に添付)、
フッ素塗布問診票(フッ素塗布200円必要)
場所:保健福祉センター(はなみずき)
持ち物:母子健康手帳、アンケート(しまだ・こども手帳に添付)、朝とった尿
持ち物:母子健康手帳･アンケート(しまだこども手帳に添付) 内容:離乳食の講話
と試食
場所：子育て支援センター「むくむく」川根保育園内 内容：身体計測、健康相
談、離乳食相談、栄養相談

おはなしでてこい

こども館
℡35-0063

初倉児童センター
℡38-5888

川根児童館
℡53-3315
島田市博物館(本館)
℡37-1000
島田市博物館(分館)
℡34-3216

休館日▽こども館
6日(月)、11日～21日(リニューアルに伴う臨時休館日)、27日(月)
▽初倉児童センター 3日(金)、5日(日)、12日(日)、19日(日)、23日(日)、26日(日)
▽川根児童館
3日(金)、5日(日)、12日(日)、19日(日)、23日(日)、26日(日)
▽島田市博物館
6日(月)、13日(月)、20日(月)、27日(月)

日 時

備

対 象

考

場所：歩歩路 こども館リニューアルオープン記念で、30分拡大して、行います！ アンパン
マンのエプロンシアター・パネルシアター・うた・大型絵本など、お楽しみがいっぱい！！ 講
師：水野千賀子先生（ヤマハ音楽教室講師）

17日(金)10:30～11:30 ０～6歳、保護者(180人)

こども館リニューアルオープン 22日(水)10:00～19:00

０～6歳、小学生、保護者

※リフレッシュタイム

29日(水)10:30～12:00

保護者(15人)

※たんぽぽタイム

10日(金)10:30～11:00 月、０～３歳、保護者

こども館がリニューアルオープンします！ こども館に子どもの創造性を育てる現代の「ガレキ
あそび」ブロック。イマジネーション･プレイ･グラウンドが新登場します。 おびレンジャーも登場
するよ！(11/23)
自然素材を使って、クリスマスリースを作ります！ リース完成後、ハーブクッキー・ハーブ
ティをいただきます！！ 協力：主催：しまだ中央母親クラブ
・申し込み･･･必要(電話でも可) ・持ち物･･･クレヨン、のり(あれば持参お願いします) ☆わら
べうた、ふれあいあそび、簡単工作などをしてあそびます。気軽に来てくださいね！

15日(水)10:00～11:00 ２歳.３歳、保護者(30人)

※1.託児はありません ※2.下のお子様について･･抱っこでの運動は危険を伴う為、おんぶひもでの活動をお願いし
ます ・持ち物･･･水筒、タオル ・講師･･･大場義貴先生 ☆大ちゃん先生と一緒に体を動かして遊ぼう!

※親子でジャンプ

2ヶ月～5ヶ月、3ヶ月～9ヶ

2ヶ月～5ヶ月、3ヶ月～9ヶ、 ・申し込み･･･必要(電話でも可) ・アドバイザー･･･塩澤春美先生(管理栄養士) ☆子育ての
０～３歳、保護者
ちょっとした疑問も気軽に質問できます。

※ファミリーサロン

29日(水)10:30～11:30

※お茶っ娘くらぶ
お茶っ娘 お点前披露

4日(土)13:30～15:30
5日(日)9:30～14:30

※親子クッキング

25日(土)9:30～12:00

戦国キャラ「今川さん」と遊ぼ
う！

3日(金)10:00～15:00

２歳.３歳、４～６歳、小学生、保護者

【場所】博物館本館・分館・川越街道 【参加費】無料※10:00から15:00の間で「今川さん」が本
館・分館・川越街道に出没します。 ※小学生向けの「子ども歴史クイズ」も実施します。

「粘土でつくるミニ和菓子」

12日(日)13:00～15:30

小学生

【場所】博物館本館 整理工作室 【参加費】100円（材料費込み） 豆大福とどら焼きをつくろう！

クルミボタンを作ろう

3日(金)9:30～11:30

小学生、保護者

【場所】博物館分館 【参加費】無料※開催中の展覧会「古い布に魅せられて」関連イベントとして、大人
から子どもまで楽しめるワークショップ「古い布でクルミボタンをつくろう！」を開催します。

「重さを量ろう」

19日(日)13:30～15:30

小学生、保護者

【場所】博物館分館 【参加費】無料。但し保護者の方は入館料300円をいただきます。 ※昭和の
小学校で使われていた体重計。いろいろな物の重さを量ってみよう！君の体重もわかるぞ！

くらび会員のみの参加

小学生

２歳.３歳、０～３歳、４～６歳、小学生、保護者(60人)
持ち物･･･三角巾、エプロン、手拭きタオルなど。参加費等は、申込後、連絡します。メ
小学生、保護者
ニューは、お楽しみです。親子で参加してください。15組限定です。

子育て世代包括支援センター

安心して産み、
子育てに悩んだら・・・子育てコンシェルジュへ！
※「子育てコンシェルジュ」は、児童（０歳～１８歳）に
かかわる子育ての相談窓口です。
専門保育士が、子どもに関する悩みをお聞きして
家庭の状況に応じた施設やサービスのご案内
関係機関へとつなぎます。気軽にご相談下さい
島田市役所１階 子育て応援課
℡：３６－７２５３

10日(金)10:00～11:30

情報交換をしたり、ママ友を作ったり・・・楽しく子育てに向き
出生前、2ヶ月～5ヶ月、3ヶ
合える時間を先輩ママ（島田市ペアレントサポーター）が、お
月～9ヶ月、０歳、保護者
手伝いします。是非、遊びにきてね。

北部ふれあいセンター
32-1100

7日(火)10:00～11:30

出生前、０～３歳、保護者

プラザおおるり
第２多目的室

36-3631(小澤)

６日(月)9:30～11:30

◎旭町きしゃぽっぽ

旭町公民館

36-1276(阿部)

10日(金)9:30～11:30
※第２金曜に変更です

◎元島田きしゃぽっぽ

元島田公会堂

090-9128-5047(高杉) 10日(金)9:30～11:30

◎さんらいむきしゃぽっぽ

金谷牧の原地区コミュニ
46-0798(鈴木)
ティセンターさんらいむ

◎大柳きしゃぽっぽ

大柳公民館

◎番生寺きしゃぽっぽ

番生寺会館

○子育てふれあいネット

北部ふれあいセンター

◎おおるりきしゃぽっぽ

連 絡 先
社会教育課青少年係
36-7963
〃

六合公民館(ロクティ)

こども同志、親同志の交流をわきあいあいの中で、自由に楽しみながら、気
軽にお話し出来る場を提供します。持ち物：飲み物、着替え、バスタオル等

出生前、０～３歳、４～６
みんなで作ろう、ミニミニ音楽会。
歳、保護者
親子で作ろう
〃
ミニミニ音楽会。
〃

「劇団アップルパイ」の人形劇がやってくる！

14日(火)9:30～11:30

〃

ダンスの先生→吉村さんでおどりましょ♪

38-0917(藤田)

20日(月)9:30～11:30

〃

公民館に「劇団アップルパイ」の人形劇がやってく
る！

36-3629(小澤)

28日(火)9:30～11:30

〃

小さな小さな音楽家。「笑顔一番」の皆さんと歌おう！

◎たんぽぽ

六合公民館(ロクティ)

36-7389(川端浩美)

◎※あい愛サロン

東町公会堂（ひなた）

37-9192(池谷愛子)
090-8075-2941

17日(金)10:00～11:30

出生前、2ヶ月～5ヶ月、3ヶ月～9ヶ月、
０～３歳、４～６歳、小学生、保護者

20日(月)9:30～12:30

出生前、2ヶ月～5ヶ月、3ヶ月～9ヶ月、 アレルギーの会 アレルギーでない子もおいしく食べられるからだにやさしい料理を作り
０～３歳、４～６歳、小学生、保護者
ます。離乳食にもいいですよ！持ち物：エプロン,三角布 材料費：1家族500円

27日(月)10:00～11:30

出生前、2ヶ月～5ヶ月、3ヶ月～ 大好評!保健師さんによるわらべうたベビーマッサージ｡子どもさんの健康､発達相談も
お気軽にどうぞ! 3日前くらいまでに予約していただけると嬉しいです｡
9ヶ月、保護者

講師 小林和佳子先生

場 所

連 絡 先

東町公会堂（ひなた）

090-4195-0187(河原﨑)

日 時
21日(火)10:00～12:00

対

備

象

出生前、2ヶ月～5ヶ月、3ヶ月～9ヶ月、
０～３歳、４～６歳、小学生、保護者

考

まだ着られる洋服の交換会です。参加費100円。持ちこみ洋服1点
以上、持ちかえり5点まで。

□読み聞かせ

▽こども館･初倉児童センター･川根児童館･島田市博物館･各図書館 (各図書館にご確認ください)

施

24日(金)10:00～11:30

サークル名

△７か月児相談

※日程が変更することがあります。施設に確認をお願いします

備 考
対 象
出生前、０～３歳、４～６ ※駐車場は、学校の駐車場をご利用ください。 会
歳、保護者
場入口は、テニスコートの奥になります。

場 所
島田第一中学校
（地域・学校連携室）
金谷公民館みんくる
（２階和室）

☆みんなのクローゼット
右のＱＲコードからも申し込みができます。
備 考

名

日 時
9日16日30日(各木曜
日)10:00～11:30

行 事 名
◎子育て広場
ぐぅ・ちょき・ぱぁ
◎子育て広場 あかちゃ
ん部（みんくる）
◎子育て広場あかちゃん
部（ロクティ）

☆サークル

相談のある方は健康づくり課に電話予約が必要
【場所】保健福祉センター
【相談内容】育児相談、栄養相談、発達相談等
日 時 ・ 対 象

【日時】月曜日～金曜日9：00～11：30
【受付】保健福祉センター１階総合受付
施 設
事 業

◎子育てのひろば

紅葉の美しい季節になりました！

妊婦さんから子育て中の方の相談窓口です。
お産の準備を知りたい、赤ちゃんのお世話を教えて欲しい、
母乳が足りているのかな？ 離乳食ってどうすればいい？など不安や
心配事などに母子保健コーディネーター（保健師･助産師）が対応します。
お気軽にご相談ください。
保健福祉センター はなみずき １階

℡：34-3285

サークル名
□島田図書館

場 所
島田図書館３階
おはなしのへや

連 絡 先
36-7226(島田図書館)

日 時
4日(土)14:30～15:00

備 考
対 象
０～３歳、４～６歳、小学 「島田図書館職員」による、おはなし会です。絵本の読み聞
かせや手遊びなどを行います。 みんな、待ってるよ☆
生、保護者
「島田おはなしの会」によるおはなし会です。絵本の読み聞
かせや手遊びなどを行います。みんな、待ってるよ☆
「山びこ親子読書会」による、おはなし会です。 手遊びや絵
本の読み聞かせなどを行います。 みんな、待ってるよ☆
「大津お話しの会」によるおはなし会です。絵本の読み聞か
せや素話しなどを行います。みんな、待ってるよ☆

□島田おはなしの会

〃

〃

5日(日)10:30～11:00

〃

□山びこ親子読書会

〃

〃

11日(土)14:30～15:00

〃

□大津お話しの会

〃

〃

12日(日)14:30～15:00

〃

□あすなろ

〃

〃

18日(土)14:30～15:00

〃

「あすなろ」による、おはなし会です。手遊びや絵本の読
み聞かせなどを行います。 みんな、待ってるよ☆

11日(土)10:30～11:00

〃

金谷図書館おはなし室 楽しいお話がいっぱい。 遊びにきて
ね。まってるよ。

25日(土)10:30～11:00

〃

金谷図書館おはなし室 図書館職員によるおはなし会です！ 気軽に
寄ってください。

16日(木)10:30～11:00

〃

「たまごマザー」による、おはなし会です。「おはなしのへや」で、絵
本の読み聞かせなどを行います。みんな、待っているよ。

25日(土)10:30～11:00

〃

川根図書館のおはなしのへやで 図書館員がたのしいお話し
の読み聞かせを行います！気軽に寄ってください。

36-7963(社会教育課青 1日(水)10:00～11:00
少年係)
18日(土)10:00～11:00

〃

「えのころ」によるおはなし会です。 手遊び、絵本､英語で遊ぼう、工作などし
て楽しい時間を一緒に過ごしませんか｡ 遊びに来てね｡待ってマース!

〃

「おはなしエプロン」によるおはなし会です。 手遊び、ふれあい遊び、絵本、
紙芝居など 楽しいお話がいっぱいだよ。みんなあつまれー♪♪

□さくらんぼおはなし会

金谷図書館

□金谷図書館おはなし会
□たまごマザーおはなし
会

46-3246(金谷図書館)

〃

〃

川根図書館

□川根図書館おはなし会

53-2289(川根図書館)

〃

〃

□えのころおはなし会

大津農村環境改善セン
ター(山王)

□おはなしエプロン

初倉公民館(くらら)

〃

2日(木)10:30～11:00

♪幼稚園サークル
施

設

島田北幼稚園
℡36-1272

事

業

名

みどり認定こども園
℡38-0057
六合幼稚園
℡37-3546

対

象

♪※キッズクリスマス
♪あっぷる

14日(火)10:30～11:30 ０～３歳、保護者

♪遊びにおいでよ

10日(金)10:00～11:30 ０～３歳、保護者

♪てんとうむしクラブ

1日(水)10:00～11:30

♪てんとうむしクラブ

15日(水)10:00～11:30 ０～３歳、保護者

♪みどりてんとうむしクラブ

9日(木)10:30～11:30

♪みんなであそぼ！
島田南幼稚園
℡35-6711
五和幼稚園
℡46-3344
島田中央幼稚園
℡37-2733

日 時
13日(月)10:00～11:20
15日(水)10:00～11:20
6日20日27日(各月曜日
)10:00～11:20
25日(土)10:00～11:20

♪※ピースっこ

H26.4.2～H27.4.1生まれ、保護
者

０～３歳、保護者
０～３歳、保護者

０～３歳、保護者

０～３歳、保護者

備

考

『楽器遊び』 ２歳児体験幼稚園です。 【マッキー先生とのふれあい遊び】もありますので、是非ご参
加下さい。【持ち物】ハンカチ・ティッシュ・水筒・上靴（外靴を洗ったもので結構です）

保護者同伴で自由に園庭で遊んで頂けます。 降雨の場合も園内で遊べます。 絵本の読
み聞かせタイムや手遊び・折り紙遊びなどもありますよ。
キッズくらぶのクリスマス会です。
【駐車場】屋根下駐車場・幼稚園北線路脇駐車場 【対象】 島田市在住の未就園児なら
どなたでも！
内容：おいもやさんにきてね！たけ組さんがおいしいお芋屋さんを開きます。お買い物ができます。持ち
物：ハンカチ・水筒・上履き・（お持ちの方は）「遊びにおいでよ」のバッグ 対象：未就園児親子どなたでも

【秋の自然であそぼう！】 持ち物：着替え、水筒、外用靴を入れる袋、上靴、保護者の方は
スリッパを持参してください。
【お部屋に入ってみよう♪】 持ち物：着替え、水筒、外用靴を入れる袋、上靴、保護者の方
はスリッパを持参してください。
【園庭で遊ぼう！】持ち物：着替え・水筒・スリッパ（保護者） ＜雨天の場合は室内で活動し
ます＞
【どんぐり、葉っぱなどの自然物で遊ぼう！】持ち物：着替え・水筒・スリッパ
16日（木）は、幼稚園でもちつき大会があります。ぜひ参加してください。持ち物は、コップ、
フォーク、水筒になります。六合幼稚園ブログを見てください！！

♪みどりてんとうむしクラブ

30日(木)10:30～11:30 ０～３歳、保護者

♪ノンタンの会

7日(火)16日(木)28日(火)
10:00～11:30

出生前、2ヶ月～5ヶ月、3ヶ月～9ヶ月、
０～３歳、４～６歳、小学生、保護者

18日(土)9:30～11:30

出生前、2ヶ月～5ヶ月、3ヶ しみゲームコーナー、島田汁の給食試食などお楽しみがいっぱい♪おしまちゃん
月～9ヶ月、０～３歳、４～６ やえいちゃくんも遊びに来てくれますよ。市内民間保育園のイベント『ほいくまつ
歳、小学生、保護者
り』に是非遊びに来てね♪

その他イベント
島田市保育園協会主催
ほいくまつり
ほいくまつり
35-0123(六合第二保育
園)
★島田市こども館が5周年を記念して
11月22日(水)にリニューアルオープンします★
こども館は開館5周年を迎えるにあたり、砂場を撤去
し、お子さんの創造性を育てる現代の「ガレキあそ
び」ブロック。「イマジネーション･プレイグラウンド」を設
置します。不規則な形のアメリカ製のブロック。軽量
発砲体で作られて、軽度な弾力がありお子さんの自
由な発想で組み立てを楽しむことができます！公共
施設での設置は、東海地区では島田市が初となりま
す！！
ぜひ、リニューアルオープン後のこども館で待ってま
す★

親子で楽しめる手遊びや大型紙芝居、手作りおもちゃ作りの体験コーナー、お楽

子育てカレンダー 11月号
発行 島田市
電話 36‐７159
(子育て応援課)
Eメール kosodate@city.shimada.lg.jp
★島田市HPからもご覧になれます★
スマホやパソコンをお持ちの方は島田市子育
て応援課サイトしまいくをご覧下さい。

※駐車場はありませんのでご了承ください。
島田市子育て応援サイト しまいく ご覧下さい。
あなたの子育てに役立つ情報がいっぱい！
子育てカレンダーWEB版、PDF版も「しまいく」から見ることができます！

←
しまいくQRコード

◆子育て支援センター

「※」マークがついているものは予約が必要です。予約は各支援センターまで。
各支援センターからのお知らせ

センター名
あそぼう会
（第一保育園）
℡37-1315
向谷四丁目1084-1
月～金（祝日除く）
9：30～16：00

6日(月)9:30～11:30

おひさまサロン(会場：第一保育園)

親子のふれあい遊び､紙芝居の読み聞かせ､体操など､みんなで楽しい時間を過ごしましょう！

13日(月)10:00～11:30

おひさまサロンin中央公園(子育てふうせんと合同）雨天→若松町公会堂

集合：ミニ鉄道駅付近、お弁当は食べたい人のみ持参。 寒いかもしれないので上着をお忘れなく！

27日(月)10:00～11:30

おひさまサロンin朝顔の松公園 ※雨天中止 集合：島田市博物館駐車場

広場の芝生で走ったり、乗り物に乗ったりして遊びましょう。松ぼっくりがあるかもしれません。

1日8日15日22日29日(各水曜日)
9:30～11:30 14:30～15:30

あおぞらサロン

保育園の園庭は､安全で安心して遊べるところです｡砂遊びや遊具､車などで戸外遊びを楽しみましょう｡15日は向谷４丁目公
会堂を借りています。園庭と公会堂で遊べます。みんなでお片づけをして、ランチもいただきましょう。11:30～13:00がランチ
タイムです。

10日(金)9:30～11:30

お出かけサロン(島田市野外活動センター山の家センターハウス)

保育園から１５分のかわぐちへ出かけていきます。周りは自然がいっぱい。天気が良ければ戸外に出て遊びましょう。

14日(火)9:30～11:30

おひさま赤ちゃん( 対象:妊婦さん､生後6か月位までの子どもさんとお母さん｡)

内容:出産に役立つことや､子育ての悩みなど､おしゃべりしながら､情報交換しましょう｡(会場：向谷四丁目公会堂)

18日(土)9:30～11:30

外国人ママの会

母国を離れ､日本で子育てしているママたちの会｡

20日(月)10:00～11:30
21日(火)9:30～11:30

おうまさんに会いに行こう！in愛馬苑 集合：川根保育園駐車場
県外出身ママの会(会場：向谷四丁目公会堂)

川根保育園からゆっくり歩いて15分ほどで愛馬苑に到着！大きなお馬さんや小さなポニーを間近で見ることができます。

24日(金)10:00～11:30

車にボールなどを用意してお待ちしています。赤ちゃんは木陰に敷物を敷いておもちゃで遊びましょう。

県外出身で島田で子育てしているお母さんたちの会です。いっぱいおしゃべりしましょう。

28日(火)9:30～11:30

公園に行こう！(会場：大井川公園)
アラフォーマミーズの会(会場：向谷四丁目公会堂)

あそぼう会 ℡37-1315

7日(火)9:30～11:30

ふたごちゃんあつまれ(場所：大津保育園)

今月は大津保育園子育て支援センター「ひばり」と合同です。

すまいるﾊｳｽたまご ℡37-2739

17日(金)9:30～11:30

※ちびっこランド(場所：初倉公民館くらら)(25人) １日9:00より電話受付

11月は集団遊びです。みんなで遊ぶ楽しさを体験します。10時から始めますので、場所になれるように早目にお越し下さい。

すまいるハウス
たまご（歩歩路２Ｆ）

20日(月)11:00～11:30

おはなしたまご

子ども達の大好きな絵本や紙芝居の読み聞かせをします｡短い時間ですが親子でゆったりとした
時間を過ごしましょう｡みんなの前で読み聞かせをしてみたいママも大歓迎です｡

℡37-2739
本通三丁目6-1

24日(金)9:30～11:30
27日(月)10:00～11:30

たまごと赤ちゃん
※わくわくたまご(6名)

30日(木)10:00～11:30

※出張あひるっこ(会場：島田警察署)

警察署見学に出かけます。チャイルドシートの必要性や自転車に子どもさんが乗る時の注意など再確認
し、安全運転への意識を高めます。緊急車両への試乗体験もできます。現地集合現地解散。

2日9日16日(各木曜)9:30～11:30

あひるっこルーム

ふれあい遊び､体操､読み聞かせ等を行います。子育て相談随時受け付けています。

7日(火)17日(金)22日(水)9:30～12:00

午前中お休み致します。13:00より開放いたします。
午前中は12:00までの開放となります。

月～金（祝日除く）
9：30～15：30

クリスマスの飾り作り。

8日(水)13:00～15:30
8日(水)10:00～11:00

※交流会

ひよこ、ひばりと合同です。親子でウォークラリーをしよう。ミニＳＬにも乗れますよ。

9日(木)10:00～11:30

※みかん狩り

家山八幡宮でみかん狩りをさせてもらいます。いこいの家に車を停めていきます。

℡53-2096
川根町家山1175-1

13日(月)10:00～11:00
15日(水)10:00～11:00

※アロマセラピー
※リトミック

来年度、年少に入園予定のお子さんを対象とします。保育園の２歳児クラスと合同で行います。

月～金（祝日除く）

20日(月)10:00～11:30

※あるけあるけ

あそぼう会と合同です。１０時にむくむくを出発、愛馬苑まで歩き、馬を見たり、エサをあげたりします。

9：00～16：00

21日(火)10:00～10:30

交通安全教室(会場：むくむく)

婦交さんが来て、交通ルールについて話してくれます。

22日(水)10:00～11:30

※ベビーマッサージ

２～８か月の乳児対象。西村やえ先生がふれあい遊びやオイルを使った全身マッサージを教えてくれます。

24日(金)10:30～11:00

むくむくおはなし会

ふれあい遊び、紙芝居、体操などして親子で楽しい時間を過ごしましょう。

29日(水)10:30～11:30

※むくむくハッピー

１１月生まれの誕生会をした後、おはなしどんぐりのみなさんがお楽しみをしてくれます。

にこにこ広場
（六合第二保育園）

7日(火)10:00～10:30

誕生会

１１月生まれのお友達をみんなでお祝いしましょう

14日(火)10:00～11:00

※中央公園で遊ぼう(会場：ローズアリーナ)親子20組

初倉タンポポ広場さんとの合同企画です。 ふれあい遊びをしたり、ミニＳＬに乗ったりします。

℡35-0123
東町1210

15日(水)11:30～12:30

※ランチ広場(親子3組)

保育園の行事食を食べてみませんか？予約して下さい。 箸またはスプーン、飲み物を持参して下さい。 一食２５０円

16日(木)10:00～11:00

※親子で３Ｂ体操をしよう

多目的ホールで３Ｂ体操をして、体を動かしましょう。

月～金（祝日除く）

17日(金)10:00～11:30

※にこｍａｍａクラブ

お母さん達のサークル活動です。

9：30～16：00

24日(金)11:30～12:30

※給食試食会(親子3組)

保育園の給食を食べてみませんか？ 予約して下さい。 ご飯・箸またはスプーン・飲み物を持参して下さい。

1日22日29日(水)9:45～11:00
8日(水)13:30～15:30

妊婦さん＆あかちゃん広場(会場：東町公会堂ひなた)

先輩ママと話をしたり、子ども達の姿をのぞいてみませんか？ 対象：妊婦さん、１歳ま
での親子

たんぽぽ広場
（初倉保育園）

7日(火)10:00～11:00

※出張たんぽぽエアロビ(15人)

スポーツの秋、心も体もリフレッシュ!!

8日(水)10:00～11:00

誕生会

11月生まれのお友達は手形をとります。みんなでお祝いしましょう

℡38-2525
井口407

9日(木)10:30～11:00

絵本の読み聞かせ

色々な絵本に出会うチャンスです

14日(火)10:00～11:00

※中央公園で遊ぼう(20名)

にこにこ広場のお友達と遊びましょう

15日(水)9:30～15:0024日(金)9:30～11:00

身体測定

大きくなったかな？身長・体重を測ります。

17日(金)10:00～11:30

ベビーマッサージ(12名)

わらべうたを歌いながらマッサージしましょう

22日(水)10:00～11:00

砂場で遊ぼう

砂場で思い切り遊びましょう

28日(火)10:00～11:30

※ベビーマッサージ・妊婦さん集まれ(10名)

妊婦さんはおむつ替え・抱っこ・先輩ママのお話など楽しく貴重な体験が出来ます。

29日(水)9:30～15:00 30日(木)9:30～11:00

※手形アート(各回15名)

手形で、虹色の魚を作ろう

子育てふうせん
（ゆたか保育園）

8日(水)10:00～11:00

身体測定

母子手帳・出席カードをご持参ください。

10日(金)10:00～10:30

※七五三祝会(10名)

園児と一緒に七五三をお祝いします。会に参加する方は祝い袋を事前に製作してください。

℡35-1176
若松町2538-1

11日(土)10:00～11:30

※ふうせんパパママ講座(10名)

１歳から３歳のおこさんをもつパパとママ！子どもさんの成長について いっしょにお勉強してたのしい子育てをしましょう。

11日(土)9:00～16:00

土曜あそび場

土曜日の園庭・支援室の開放日です。

1日(水)15日(水)20日(月)
11:00～11:30

ちょっといい話

子どものこころとからだについてのおはなしをします。そのあと個別で相談もできます。
個別相談を希望する方は事前に予約をお願いします。

14日(火)24日(金)10:00～13:00

月～金（祝日除く）
9:00～16:00

自分に合ったアロマクリームを作ります。材料費：６００円

おでかけふうせん

若松町公会堂で遊びます。お隣の公園でも遊ぶことができます。駐車場は隣の公園の隅を利用して下さい。

2日(木)6日(月)7日(火)9日(木)10日
(金)10:00～11:00

つくってあそぼう

今回のつくってあそぼうは 七五三のお祝いにちなんで七五三の袋を作ります。園行
事の七五三を祝う会を1１月10日（金）に行います。10日の参加は予約になります。

1日15日(水)10:00～11:00
28日(火)10:00～10:30

※ふうせんべビーマッサージ(各回10組)
誕生会

対象：２、３ヶ月～歩く前のお子さん服の上から優しくマッサージします。持ち物：バスタオル

木の実
（くりのみ保育園）

9日(木)10:30～12:00

ランチ食堂(10名)

保育園の美味しい食事が体験できます。 持ち物：箸・湯呑み（お子さんの分も）

10日(金)10:30～11:30

ハンドマッサージ・足底マッサージ

ポーラ職員さんによるハンドマッサージ。気持ちがホットします。

℡36-5414
中央町12-12

14日(火)10:30～11:00

七五三

七五三のお話し。大きくなったお祝いをしましょう。身体測定を行います。

17日(金)10:30～11:30

落ち葉・このみ拾い

扇町公園に行きます。おやつを用意します。 持ち物：お茶等水分

月～金（祝日除く）

20日(月)10:30～11:00

えびす講

野菜や果物が当たる福引があります。

9：30～16：00

21日(火)11:00～12:00

簡単おやつ作り

栄養士と一緒に作りましょう。

24日(金)10:30～12:00

足底マッサージ

10分間ワンコイン（500円）で体が軽くなります。もみほぐし専門の方がやってくれます。

27日(月)10:30～11:30

子育て談話会

お茶を飲みながら、気楽に楽しく語り合いましょう。

30日(木)11:00～11:30

誕生会

みんなでお祝いしましょう。

7日(火)10:00～11:30

ふたごの日

遊ぼう会・たまごさんと合同でやります。みんなで楽しく交流しましょう。

8日(水)10:00～11:00
9日(木)10:30～11:00

※親子でウォークラリーをしよう
※ベビーマッサージ(生後２か月の子から５か月の子が対象です。)

ひよこ・むくむくさんと合同でやります。持ち物：帽子・水筒・着替え ※雨天の場合は中止です。

13日(月)10:00～11:30

子育て広場・ばらの丘(会場：ばらの丘コミュニティー)

駐車場がないので、徒歩もしくは歩きでお願いします。

16日(木)10:30～11:00
20日(月)10:30～11:00

さなちゃんのお話広場
誕生会

勝山先生が楽しいお話をたくさんしてくれます。今月は何が出てくるかな。親子で楽しんで下さい。

6日(月)10:00～11:30

ウェルカム島田 iｎ シャローム

出身が島田市以外のお母さん、近くにお住いの方とお知り合いになりませんか？ 子育てふうせ
ん・木の実・すまいるハウスたまご・シャロームの合同企画です。

9日(木)10:00～11:30

※シャロームベビーマッサージ(10名)

対象児：2ヵ月からはいはいまでの赤ちゃんと妊婦さん 持ち物：大きめのバスタオル、お茶、赤ちゃんのきがえやおむつ

13日(月)10:00～11:30

子育てひろばばらの丘(会場：ばらの丘コミュニティー)

駐車場がありませんので徒歩もしくは自転車でお越しください

30日(木)10:30～11:30

誕生会

誕生児は写真をもって１０：３０までにお越しください 当日はすてきなゲストが来るかも
しれません。お楽しみに。

ひよこ
(五和保育園）

3日(金)10:00～11:30
8日(水)10:00～11:00

※ひよこ文化産業祭参加(会場：夢づくり会館)予約者のみ

今年も、文化産業祭に参加します！かわいい かわいいひよこの親子が踊ります！

※お出掛けひよこ(会場：ローズアリーナ)予約者のみ

ひよこ・ひばり・むくむく合同でローズアリーナで。持ち物:動きやすい服装・帽子・水筒・お弁当・ミニＳＬ代など

℡45-5757
牛尾1111

9日(木)10:30～11:00

お話の広場

勝山早苗先生の楽しいお話が始まります！ 今月は、どんなお話をしてくれるのかな!お楽しみ！！

10日(金)10:30～12:00

※ひよこっ子サークル(会場：たまりーな)

みんなで体を動かしたり、遊具で遊んだり、思いっきり楽しもう！持ち物：お弁当、水筒、着替え、帽子など

13日(月)10:30～11:30
14日21日(各火曜)10:30～11:00

ママフィット

朝比奈先生と一緒に思いっきり体を動かしてみませんか？持ち物:動きやすい服装・水筒・タオルなど

赤ちゃんとタッチしちゃおう！

鈴木千咲先生の優しい言葉かけに赤ちゃんもママも優しい気持ちになりますよ。 持ち物：バスタオル・ミルク・紙オムツなど

17日(金)10:30～12:00

ひよこっ子サークル予備日(会場：たまりーな)予約者のみ

ひよこっ子サークル 予備日

24日(金)10:30～11:30
29日(水)10:00～11:30

仲良しサークル
お母さんとあそぼう!焼いも！

「１１月生まれ」のお誕生会です。みんなで１１月生まれのお友だちをお祝いしましょう！

ひばり
（大津保育園）
℡39-5951
落合64-1
月～金（祝日除く）
10：00～15：00
シャローム
(聖母保育園）
℡37－5430
中河町344
月～金（祝日除く）
9：30～11：30 12：15～15：15

月～土（祝日除く)
月～金：9：00～16：00
土：9：00～14：00

保育園の見学等、できます
ので、ご連絡ください。 →

利用時間
9:00～15:00
9:00～12:30
9:30～16:00
9:00～12:00
9:00～12:00
9:00～12:00

☆助産師による乳房マッサージ・育児相談☆

場所
阪本1649-1
岸1498
道悦2-27-14
志戸呂95
神谷城1202
大津通12-2

連絡先
℡38-2977
℡35-0066
℡35-2136
℡46-0611
℡45-3240
℡35-5177

連絡先：３５－２１１１（島田市民病院

←

食事（有料）もできます。お気軽にご連絡ください。

産婦人科外来）

乳房マッサージをはじめ育児全般に対する不安や悩みなど、何でもお気軽にご相談ください。(完全予約制です。有料です。)
【場所】島田市民病院 産婦人科外来 9:00～16:00(月～金曜日 ※祝日、年末年始を除く)
【内容】乳房マッサージ 30分未満1,080円 30分以上2,160円 産後母子健診2,160円
※病院等によってケアや処置の仕方に違いがあるため、ご出産された病院等に問い合わせていただいたのち、ご連絡ください。

☆一時託児☆

連絡先：３４－３３４１（こども館内 一時託児）

11/11(日)～11/21(火)はこども館改装のため休館します。

緊急の時や仕事、リフレッシュしたい時などにご利用ください。まずはお電話でお問い合わせください。
《火～金曜日》１０：００～１９：００ １時間６００円 《土日祝》１０：００～１９：００ １時間７００円

｢出産に向けての準備は?｣等妊婦さんの不安を少しでも解消できるよう､先輩ママや赤ちゃんと楽しく交流しましょう｡

むくむく
（かわね保育園）

9：30～16：00

保育園の園庭で遊べます。
【日時】平日
（土･日・祝はお休みです。）

３０代後半から４０代で出産、子育てしているママたちの交流の場です。

たまごamお休み
たまごpmお休み

月～金（祝日除く）

実施保育園
月坂保育園
たけのこ保育園
六合第一保育園
金谷中央保育園
神谷城保育園
こばと保育園

☆保育園園庭開放☆

☆ファミリー・サポート・センター☆

連絡先：３５－１８５１（こども館内 島田市ファミリー・サポート・センター）

11/11(日)～11/21(火)はこども館改装のため休館します。
子育てのサービスを受けたい方と、サービスを提供したい方が会員になり、相互に援助を行う組織です。
センターでは、会員相互間の仲介とアドバイザーによる子育て相談を行っています。
入会及び相談は無料ですが、サービスを受ける場合は、１時間６００円～７００円程度の費用がかかります。

☆家庭児童相談室☆

連絡先：３６－７２５３（島田市役所

子育て応援課）

子どもの心と体の発達に関する相談、子育てに関する悩みごと相談、児童虐待に関する相談など、お子さまに関する悩みごとなら
何でもお気軽にご相談ください！（月～金 ９：００～１７：００）

☆育児サポーター派遣事業☆

連絡先：３６－７２５３（島田市役所

子育て応援課）

妊娠中・産後間もないお母さんが、安心して子育てができるように、育児経験のある保育士が家庭を訪問し、育児支援･相談を行います。
（平日９：００～１７：００） ※詳細はチラシやホームページをご覧下さい。(金額は無料ですが、利用にあたっては申請が必要になります)
○妊娠期・・・[就学前のこどもと同居している方] 母子健康手帳交付時から出産日まで・１０時間
○産後期・・・出産の翌日から１８０日間・３０時間

☆病後児保育☆

事前に予約が必要で、ご利用はかかりつけの医師の診察を受けてからになります。

病気の回復期でまだ集団保育が心配な時、かつ保護者がお仕事等の都合で保育できない場合、小学３年生までのお子さんをお預かりします。
実施保育園
場所
連絡先
利用時間
島田聖母保育園
中河町344
℡37-5430
９：００～１７：００ 詳しいことは、実施保育園、又は通園中の保育園、
初倉保育園
井口407
℡38-2525
９：００～１７：００ 市役所保育支援課（３６－７１９５）まで
五和保育園
牛尾1111
℡45-3374
８：００～１７：００ お問い合わせください。
大津保育園
落合64-1
℡39-5953
８：００～１７：００

☆一時保育☆
実施保育園

申込み、お問い合わせは各園までお願いします。
場所

連絡先

利用時間

こばと保育園

大津通12-2

℡35-5177

９：００～１６：００

月坂保育園

阪本1649-1

℡38-2977

８：００～１７：００

かわね保育園

川根町家山1175-1

℡53-2142

８：００～１７：００

利用料／日
1歳～3歳 午前中（9:00～12:00の時間内）…一律1,000円
4歳～5歳 午前中（9:00～12:30の時間内）…一律1,000円
午前から午後までの利用…一律2,000円

《４時間未満》１，０００円 《４時間以上》２，０００円
《給食･おやつ代》２００～２５０円
１，８００円

※ 大津保育園(℡39-5953)、たけのこ保育園(℡35-0066)、初倉保育園(℡38-2525)、五和保育園(℡45-3374)、
神谷城保育園(℡45-3240)、金谷中央保育園(℡46-0611)で一時保育を希望される場合は、事前に各保育園へお問合せください。
※ 利用希望者が多いときなど、お預かりできない場合がございます。

１１月の誕生会です。園児と一緒にお祝いしましょう。※誕生児は参加費80円。

親子でスキンシップをしましょう。妊婦さんもぜひ参加して下さい。持ち物：バスタオル・お子さんの水分補給ができるもの

11月生まれの子も誕生会をやります。みんなでお祝いしましょう。身長・体重測れます。

「収穫したお芋で」、焼いもをします。 持ち物:アルミ箔（30㎝を２枚）

ふれあいの居場所
『はーとちゃん家』に
遊びにきませんか？

☆福祉課からのお知らせ☆ 地区の主任児童委員にご相談ください
主任児童委員は、厚生労働大臣から委嘱を受けた
「児童福祉」を専門的に担当する『地域の相談役』です。
地区名
第一
第二
第三
第四
六合

氏名
殿村 晃子
中田 恵美
杉本 真美
山下 弥生
清水 文子
大石 晃子
町 淳子
駒形 智子
大石 春代
森 孝雄

担当学区

地区名

一小 伊太小 相賀小
神座小 伊久美小

初倉

二小

金谷南

三小 五小
四小 大津小
六小 六東小

金谷北
川根
問い合わせ

日 時：毎週木曜日
10:00～14:00

氏名
担当学区
大塚 光子
初小 初南小 湯日小
原﨑 裕子
菊川 優子
金谷小
清水 裕美
久保田 敦子
五和小
加納 裕子
諸田 真理子
川根小
高橋 雅子
福祉課福祉政策係
（電話３６－７４０７）

放課後児童クラブの指導員を一緒にやってみませんか?
★児童クラブの指導員を募集しています★
子供好きの40代以上の方がたくさん働いています。
指導員には資格や経験は不要です。

場 所：プラザおおるり
和室（大）

対 象：市内在住の方
【問い合わせ】
島田市社会福祉協議会
（TEL 35-6244）

時給900円(研修期間中は870円)
平日おおむね14:00～18:30
（クラブで異なります）
お問い合わせは子育て応援課36-7159へ

小学校の敷地内、校舎内又は近隣に設置されているクラブ室で小学生を見守るお仕事です。

