子育てカレンダー

Ｈ30

10月号

島田市役所 子育て応援課 ℡36-7159 FAX36-8006
日

月

火

水

1
◎おおるりきしゃぽっぽ

7

□島田図書館

□大津お話しの会
☆わくわくアトリエ

▽ハッピーハロウィン

8

29
♪北幼みんなであそぼ！ ♪ノンタンの会

△身体計測自由計測
【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

名

△７か月児相談

保健福祉センター
△１歳６か月児健診
はなみずき
℡34－3281
(健康づくり課)
△３歳児健診
△離乳食講習

金

3

△7か月児相談
□えのころ
△１歳６か月児健診
◎子育てふれあいネット

9
♪南幼稚園あっぷる
♪北幼みんなであそぼ！
♪ノンタンの会
◎さんらいむきしゃぽっぽ
14
15
16
◎大柳きしゃぽっぽ
△１歳６か月児健診
♪ノンタンの会
◎みんなのクローゼット
◎Art da mama
21
22
23
♪北幼みんなであそぼ！ △7か月児相談
♪ノンタンの会
◎番生寺きしゃぽっぽ
28

木

2

4
△３歳児健診
♪みどりてんとうむし
□おはなしエプロン
◎子育て広場

10
♪※北幼稚園ピースっこ
▽※親子リトミック
17

24
♪てんとうむしクラブ
▽すくすくタイム

30

◎子育てのひろば

△健診・相談・予防接種 講座
☆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
「※」印がある行事は、事前に申込みが必要です。
土
5

△離乳食講習
♪※付属幼ひまわりクラブ
◎旭町きしゃぽっぽ
▽※たんぽぽタイム
11
12
△３歳児健診
♪付属幼にこにこフェア
◎子育て広場
◎子育て広場（ロ）
◎元島田きしゃぽっぽ
▽おはなしでてこい
18
19
♪みどりてんとうむし
◎たんぽぽ
♪南幼稚園ぽけっと
▽ふれあいタイム
□たまごマザーおはなし ▽※おはなしくまさん
◎子育て広場
25
26
♪金幼すくすくひろば
♪付属幼園庭開放日
◎子育て広場
◎子育て広場（み）

6
♪五和幼遊びにおいでよ
□島田おはなしの会
13
□さくらんぼおはなし会
□山びこ親子読書会
◎※パパママベビマ
20
♪※南幼稚園キッズくらぶ
♪※北幼稚園キッズくらぶ

□えのころ
□あすなろ
27
□おはなしマラソン
□川根図書館おはなし会
□山びこ親子読書会
□ドキターＫＩＤＳ

31

設

こども館
℡35-0063

事

業

名

右のＱＲコードからも申し込みができます。
備 考

2日(火)9:30～10:00 H30.3.1～3.15日生
23日(火)9:30～10:00 H30.3.16～3.31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、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)

2日(火)12:45～13:15 Ｈ29.3.1～3.13日生
16日(火)12:45～13:15 Ｈ29.3.14～3.31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)

4日(木)12:45～13:15 Ｈ27.9.1～9.17日生
11日(木)12:45～13:15 Ｈ27.9.18～9.30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、アンケート(しまだ・こども手帳に添付)、朝とった尿

5日(金)14:00～15:00

対象：H30.6月生 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

川根児童館
℡53-3315
島田市博物館(本館)
℡37-1000

日 時

対 象

12日(金)10:30～11:00 ０～３歳、保護者

ふれあいタイム

19日(金)10:30～11:30 ０～３歳、保護者

すくすくタイム

24日(水)10:30～11:30 ０～３歳、保護者

ハッピーハロウィン

28日(日)10:30～15:30 歳、小学生、保護者

※たんぽぽタイム

5日(金)10:30～11:00

※おはなしくまさん

〃
〃

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。
情報交換をしたり、ママ友を作ったり・・・楽しく子育
26日(金)10:00～11:30 出生前、０歳、保護者
てに向き合える時間を先輩ママ（島田市ペアレント
サポーター）が、お手伝いします。是非、遊びにきて
12日(金)10:00～11:30 出生前、０歳、保護者
ね。
日 時
4日11日18日25日(各
木曜日)10:00～11:30

32-1100
2日(火)10:00～11:30
(北部ふれあいセンター)

◎おおるりきしゃぽっぽ

プラザおおるり
第２多目的室

36-3631(小澤)

１日(月)9:30～11:30

◎旭町きしゃぽっぽ

旭町公民館

36-1276(阿部)

５日(金)9:30～11:30

金谷牧の原地区コミュニ
◎さんらいむきしゃぽっぽ
46-0798(鈴木)
ティセンターさんらいむ
090-9128-5047(高
◎元島田きしゃぽっぽ
元島田公会堂
杉)

９日(火)9:30～11:30
12日(金)9:30～11:30

出生前、０～３歳、保護者

こども同志、親同志の交流をわきあいあいの中で、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 体操の市川先生と、ミニミニ運動会！
歳、保護者
走るの大好き！
ハロウィーン。
〃
仮装して、遊びに来てね (^-^)
ミニミニ運動会。みんなでヨーイドン!!
〃
水筒を持ってきてね！
ミニミニ運動会で、元気いっぱい!!
〃
子育て支援センターの先生も来てるよ！
市川先生と、公民館で運動会！
〃
パン食い競争もあるよ！
体操の市川先生と、ミニミニ運動会！
〃
水筒を持ってきてね！

◎大柳きしゃぽっぽ

大柳公民館

38-0917(藤田)

15日(月)9:30～11:30

◎番生寺きしゃぽっぽ

番生寺会館

36-3629(小澤)

23日(火)9:30～11:30

◎「たんぽぽ」ベビマ

六合公民館（ロクティ）

36-7389(川端浩美)

19日(金)10:00～11:30

◎※あい愛サロン

東町公会堂（ひなた）

090-1623-9432
(かわはら)

13日(土)10:00～11:30 保護者(12人)

サークル名

休館日▽こども館
10月1日(月)、15日(月)、22日(月)、29日(月)
▽初倉児童センター 10月7日(日)、8日(月)、14日(日)、21日(日)、28日(日)
▽川根児童館
10月7日(日)、8日(月)、14日(日)、21日(日)、28日(日)
▽島田市博物館
10月1日(月)、9日(火)、15日(月)、22日(月)、29日(月)

おはなしでてこい

初倉児童センター ※親子リトミック
℡38-5888

連 絡 先
社会教育課青少年係
36-7963

2ヶ月～5ヶ月、3ヶ月～9ヶ月、０～３ 講師 久保田はるみ先生 持ち物：バスタオル、飲み物、お出かけセッ
歳、４～６歳、小学生、保護者
ト、動きやすい服装 ※予約は不要です 先着順です

2ヶ月～歩き始めのお子さん、

大好評！保健師さんによるわらべうたマッサージ。子どもさんの
健康、発達相談もお気軽にどうぞ！パパも一緒にどうぞ。

☆サークル

▽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

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）
六合公民館ロクティ
(1階子育てサロン)

◎子育てふれあいネット 北部ふれあいセンター

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

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）

０～３歳、４～６歳、５～６
0～3歳、保護者

備 考
アンパンマンのエプロンシアター・おはなし・大型絵本など 講師：水野千賀子先
生（ヤマハ音楽教室講師） 出席シール３枚でプラバンがもらえます！
気軽に参加して、なかまづくりやおしゃべりタイムを楽しみましょう！ お楽しみも少しありま
す！ 出席シール３枚でプラバンがもらえます！
冬に向かっての健康管理について、保健師さんのおはなしを聞きます。相談も受け付けま
す！ 講師：保健師 山内いづみ先生 出席シール３枚でプラバンがもらえます！
パンプキンはどこ?カードと同じイラストがプレールームに隠されています！見つけた人には、
プレゼントがあります！ミニ工作やなりきり写真撮影などお楽しみがいっぱい！！
・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、
簡単な工作などをして、あそびます。気軽に参加してね！

場 所

☆※Art da mama

東町公会堂（ひなた）

080-5127-5875(木村)

16日(火)10:00～12:00

出生前、2ヶ月～5ヶ月、3ヶ月～9ヶ月、 【託児つき300円～500円ワークショップ】アートが好きなママ、一緒にお話ししたり情報交換をし
ながらリフレッシュしませんか？ 毎月アート系のワークショップを開催します。
０～３歳、４～６歳、小学生、保護者

□読み聞かせ
サークル名
□島田おはなしの会

場 所
島田図書館３階
おはなしのへや

29日(月)9:30～16:00

小学生

「紙ねんどで作る 秋のき
５～６歳、小学生、保護
14日(日)13:30～15:30
のこ盆栽」
者(先着30名)

お問い合わせ
ハローワーク島田お仕事相談室「ママハロ」TEL：0547-33-2710 FAX：0547-36-7875

対 象
０～３歳、４～６歳、小学
生、保護者

〃

7日(日)14:30～15:00

〃

□大津お話しの会

〃

〃

14日(日)14:30～15:00

〃
〃
〃

□山びこ親子読書会

〃

〃

13日(土)14:30～15:00
27日(土)14:30～15:00

□あすなろ

〃

〃

20日(土)14:30～15:00

□ドキターKIDS
□さくらんぼおはなし会

〃

考

「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☆
「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☆
「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☆

「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☆

「英語であそぼドキターＫＩＤＳ」による英語のおはなし会です。 読
み聞かせや手遊びなど、英語で楽しく行います。みんな来てね
★

27日(土)10:30～11:00

〃

46-3246(金谷図書館) 13日(土)10:30～11:00

〃

金谷図書館おはなしコーナー 楽しいお話がいっぱい。 遊び
にきてね。まってるよ。

〃

金谷図書館

備

読み聞かせボランティア「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をやるよ。みんな来てね★

□金谷図書館おはなしマ
〃
ラソン
□たまごマザーおはなし
川根図書館
会
□川根図書館おはなし
〃
会

27日(土)11:00～15:00

〃

午前・午後に分けて1日中おはなし会を開催しています。1回のおはな
し会でスタンプを1個押します。プレゼントを用意しています。

53-2289(川根図書館) 18日(木)10:30～11:00

〃

読み聞かせボランティア「たまごマザー」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！

27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。

□おはなしエプロン

初倉公民館(くらら)

36-7963(社会教育課
青少年係)

4日(木)10:30～11:00

〃

「おはなしのエプロン」によるおはなし会です。 絵本や紙芝居など楽し
いおはなしをいっぱい用意してまっています。 遊びにきてね。

□えのころおはなし会

大津農村環境改善セン
ター(山王)

3日(水)10:00～11:00
20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!

島田北幼稚園
℡36-1272

8月6日島田市役所内1階
ハローワーク島田お仕事相談室「ママハロ」がOPEN！しました♪
ママのおしごと探しは市役所で！
★ママのお仕事探します：子育て中のママ、ひと段落した仕事復帰したいママ どんなママも応援します！パパもOK
★ワンストップ：お仕事、子育て、保育園の相談が1ヶ所でできるので便利。
★予約なしでOK：事前予約なしでも相談受付可能！市役所にきたら気軽に寄ってください。
★相談員が常駐：ハローワークの相談員が2名常駐。相談員が親切丁寧に対応いたします。
★端末での検索も：お仕事検索できるパソコンを2台設置。検索で気になるお仕事をみつけたら、すぐ相談できます。
★キッズスペース有：ママハロのすぐそばにキッズスペースもあります。お子様連れでも安心してママハロをご利用いただけます。
★相談受付時間：平日8時30分から17時15分までの間、相談を受け付けています。

日 時

〃

施 設
島田学園付属幼稚園
℡37-3252

※ハロウィン

連 絡 先

36-7226(島田図書館) 6日(土)14:30～15:00

□島田図書館

♪幼稚園サークル

お茶会のお点前披露に向けての練習日です くらぶ会員の子でお休みする場
合は連絡ください。 くつしたを用意してね！
午前中にお菓子作りをします。午後は仮装して町の人たちにお菓子を配りま
す。 もちもの・・エプロン、三角巾、タオル 午後はハロウィンの仮装をしてきて
【場所】博物館本館 整理工作室 【参加費】100円（材料費込み） 流行りのき
のこ盆栽。すてきなインテリアになりますよ。

考

出生前、2ヶ月～5ヶ月、3ヶ月～9ヶ月、 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
０～３歳、４～６歳、小学生、保護者
5点まで。 ※汚れていたり、着用できないものは受付ません。予約は不要です。

※当日受付OK

小学生

備

象

16日(火)10:00～11:30

19日(金)10:30～10:50 0～3歳、保護者
6日、20日13:30～
15:30

対

090-4195-0187(河原﨑)

・場所・・・初倉公民館ホール・持ち物・・・水筒、タオル ・講師・・・鈴木由美先
生 ☆リズムや音楽を通して、親子でリトミックを楽しもう！

お茶っ娘くらぶ

日 時

東町公会堂（ひなた）

10日(水)10:00～11:00 ２歳.３歳、保護者(20人)

☆絵本の読み聞かせです。気軽にきてくださいね！

連 絡 先

☆みんなのクローゼット

事

業

〃

〃

名

みどり認定こども園
℡38-0057
島田中央幼稚園
℡37-2733
六合幼稚園
℡37-3546
金谷幼稚園
℡45-2075
五和幼稚園
℡46-3344

日 時

対

象

※♪ひまわりクラブ

5日(金)10:30～11:30

０歳、保護者(15人)

♪にこにこフェア

12日(金)10:30～12:00

出生前、０～３歳、保護者

♪園庭開放日

26日(金)10:00～12:00

出生前、０～３歳、保護者

※♪ピースっこ

10日(水)10:00～11:20 H27.4.2～H28.4.1、保護者

※♪キッズくらぶ

20日(土)10:00～11:20 ０～３歳、保護者

♪みんなであそび！
島田南幼稚園
℡35-6711

〃

9日(火)8:30～10:30
22日29日(月)8:30～
9日(火)10:30～11:30

０～３歳、保護者

備

考

『あかちゃん あそぼ！』0歳のおともだち いらっしゃ～い！ふれあいあそび等 【持ち物】水
筒・室内履き・着替え等 【お申し込み方法】
来園時、またはお電話で。
『にこにこうんどうかい』 「よ～いどん！」しようね。小さなおともだちたちの、小さなうんどうか
いです。 遊戯室でおこないます。【持ち物】水筒・室内履き・着替え等
園庭で自由に遊ぶことができます。総合遊具やお砂場等で、思う存分遊びましょう。いっぱい遊ん
だら、にこちゃんサロンでひと休み。 雨天・荒天の日は、中止になります。
『ビーズで遊ぼう』 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

『やきいもパーティー』※キッズくらぶは会員登録制となっておりますので、 事
前に会員登録をお願いします。 ご不明な点は島田北幼稚園までご連絡下さ
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。

♪あっぷる
♪ぽけっと
※♪キッズくらぶ
♪みどりてんとうむしクラブ
♪みどりてんとうむしクラブ

18日(木)10:30～12:00
20日(土)10:00～11:30
4日(木)10:30～11:30
18日(木)10:30～11:30

０～３歳、保護者
H27.4.2～H28.4.1、保護者

ぽけっと「リトミック・絵本の読み聞かせの会」【持ち物】上靴(親子とも)外靴の底を拭いたものでも結構です。

０～３歳、保護者
０～３歳、保護者
０～３歳、保護者

【うちわを作ろう！】持ち物：着替え・水筒・上靴・スリッパ(保護者)
【ハロウィンを楽しもう！】持ち物：着替え・水筒・上靴・スリッパ(保護者)

♪てんとうむしクラブ

24日(水)9:30～10:45

０～３歳、保護者

【自然で遊ぼう！】持ち物：着替え、帽子、水筒、外用靴を入れる袋、上靴

♪ノンタンの会

9日16日23日30日
(各火曜日)10:00～11:30

０～３歳、保護者

受付時間は、9：50～になります。予約や持ち物などは、特にありませんが『水
筒・タオル・着替え・帽子』があるといいですね。お願い致します。

♪金幼すくすくひろば

25日(木)10:00～11:30

０～３歳、保護者

ハロウィングッズをつくろう！ 持ち物：帽子、水筒、着替えなど

♪五和幼遊びにおいでよ

6日(土)9:00～9:30

０～３歳、保護者

五和幼稚園の運動会の中で、親子でかけっこをして参加します。幼稚園の運動会の雰囲
気もぜひ味わってください。場所 夢づくり公園（幼稚園南側） 持ち物 帽子・水筒

【持ち物】上履き（外靴の底を拭いたものでも構いません）

◆子育て支援センター
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）
AM 9：45～11：45
PM 12：30～15：30

すまいるハウス
たまご（歩歩路２Ｆ）
℡37-2739
本通三丁目6-1
月～金（祝日除く）
10：00～15：00

☆保育園園庭開放☆
保育園の園庭で遊べます。
【日時】平日
（土･日・祝はお休みです。）

毎日、あそぼう会を開所しています。
開所時間は 9：45～11：45 12：30～15：30 です。
月曜日・火曜日は、保育園2階の遊戯室。
水曜日・木曜日・金曜日は、園庭開放になります。
電話・来園相談は、随時受付（時間：9：45～15：30）をしています。お気軽にどうぞ！
出張活動：毎月第3水曜日に、出張事業として「福祉館あけぼの」（島田市松葉町9642-2）で開催します。17日(水)です。※保育園でも、園庭開放は実施しています。
「外国人ママの会」は毎月、第3（土）におおるりで開催しています。今月は20日 10：00～11：30 おおるり 第2多目的室です。
詳しい内容については、しまいくサイトや支援センターだよりをご覧ください。
※10/3(水)ｰPMお休み ※10/23(火)-AMお休み
毎日、すまいるハウスたまごを開所しています。※ランチタイム 11：45～12：45 お昼ごはんを持ってきた方は、食べることが出来ます。
開所時間は 10：00～15：00 です。
毎週木曜日は、下記の方を対象にした会を開催します。
〇 4日：ふたごちゃんあつまれ～ (対象者：未就園双子親子（双子の妊婦さんも是非参加ください。）
〇 11日：出張活動、月に1回出張事業として、島田市立第3保育園の園庭で自由あそびを中心に開催します。※たまごも開催します。
〇 18日：アラフォーマミーズの会 (対象者：30代後半から40代で妊娠・出産・子育てしているママ)
★ 23日：（火） たまごと赤ちゃん (対象者：1歳未満児親子・妊婦)
〇 25日：県外出身ママの会 (対象者：県外出身のママ（県外出身の妊婦さんもご参加くださいね。）
◎すべて予約不要です。どの会も開催時間は、10:00～11:45。対象のママたちと子育ての悩みや情報交換をしたりして、楽しくおしゃべりしましょう。
詳しい内容については、しまいくサイトや支援センターだよりをご覧ください。※10/3(水)-PMお休み ※10/19(金)-AMお休み

保育園の見学等、できます
ので、ご連絡ください。 →

☆一時託児☆

たんぽぽ広場
（初倉保育園）
℡38-2525
井口407
月～金（祝日除く）
9：30～16：00

子育てふうせん
（ゆたか保育園）
℡35-1176
若松町2538-1
月～金（祝日除く）
9:00～16:00

毎日、子育てふうせんは園庭・支援室を開放しています。
◎開所時間は 平日（月～金）・土曜日（月１回）９：００～１２：００ １３：００～１６：００
〇3日・10日・17日：ちょっといい話 (子どもの心とからだについてのお話をします。個別相談もできます。）
〇22日：身体測定（シール帳又は母子手帳を持参してください。）
〇27日：土曜あそび場（月1回の土曜日の園庭・支援室開放日です。）
★27日：ふうせんパパママ講座（月１回行っています。内容は毎月変わります。しまいくをご覧ください。）
★10日・24日：ベビーマッサージ（洋服の上から行います。対象：２ケ月～歩くまで。妊婦さんは赤ちゃん人形で体験できます。）★10日・24日：ふうせんマタニティcafé（初産婦さん、経産婦さんみ
なさんで妊娠期に聞きたい事、ベビーグッズなどの情報交換などしましょう。11：00～12：00）
★29日：おはなしカフェ（絵本の読み聞かせです。読み聞かせのあとは楽しいプチクッキングもあります。）
※注）3日・25日はPMお休み。
詳しい時間・内容については、しまいくサイトやふうせんカレンダーをご覧ください。
★・・星マークのイベントは予約が必要です。予約・お問合せ時間：９：００～１６：００

ひばり
（大津保育園）
℡39-5951
落合64-1
月～金（祝日除く）
10：00～15：00

月～金、ひばりを開催しています。（園庭開放も行っています）
開催時間は １０：００～１５：００です。 ※ランチタイム １１：３０～１２：３０お昼ごはんを持ってきた方は、食べることが出来ます。
電話・来園相談は、随時受付（９：００～１６：００）をしています。お気軽にどうぞ！
★印は、予約が必要になります。
★5日（金）19日(金)：ベビーマッサージ ＜対象：生後３ヶ月（首のすわった子）から７か月くらい（ハイハイの子）まで＞
○6日(土)：運動会
○15日(月)：誕生会
〇18日（木）：お話広場 <対象：未就学児の親子＞
〇29日（月）：まめっちょ・わらべうた ＜対象：未就学児の親子＞
○30日(火)：動物ふれ合い
詳しい内容については、しまいくサイトやひばりだよりをご覧ください。10/24(水)ひばり午前休み

むくむく
（かわね保育園）
℡53-2096
川根町家山1175-1
月～金（祝日除く）
9：00～16：00

にこにこ広場
（六合第二保育園）
℡35-0123
東町1210
月～金（祝日除く）
9：30～16：00

木の実
（くりのみ保育園）
℡36-5414
中央町12-12
月～金（祝日除く）
9：30～16：00

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

＊：ひよこ月曜日～金曜日まで毎日オープンしています。（・園庭 ９：００～１６：００ ・ひよこの部屋１０：００～１５：００ ）
＊：土曜日は、園庭のみの開放となります。（開放日は、ひよこだよりをご覧ください。）
＊：ひよこ相談は、随時受け付けています。
3日(水)10:30～11:30 地域医療相談の方と、看護師さんが来ます。秋から冬にかけて流行る病気など、お母さんの相談に応えてくれます。いい機会なので、お話を聞いてみませんか？
11日(木)10:30～11:00 勝山先生の楽しいお話が始まりますよ。”トラさん、トラさん、こんにちは?ばったり会って、こんにちは！…”さあ、今月はどんなお話が聞けるかな！(場所：金谷公民館)
17日(水)10:30～11:30 みんくるのお部屋で、てあそび、親子遊び、ふれあい親子体操など親子でスキンシップを楽しみましょう。敬老の日のプレゼント作りもありますよ。(場所：金谷公民館)
18日(木)10:30～11:30 ひよこミニ運動会です。かっけこやリズム体操、リレーなどなど、みんなで体を動かしてみませんか。
持ち物:水筒・タオル・動ける服装
26日(金)10:30～11:30 １０月生まれの誕生会です。みんなで１０月生まれのお友だちをお祝いしましょう。 １０月おまれのお友だちは、事前に体重、身長を測り、手形を取りましょう。
2日(火)16日(火)10:30～11:00 先生の優しい言葉かけに赤ちゃんもママも、やさしい気持ちになりますよ！ 持ち物:ﾊﾞｽﾀｵﾙ・ミルク・紙オムツなど(各日10人ずつ)
2日(火)10:00～11:00

※おでかけデー(川根児童館)

かわね児童館に、皆で遊びに行きましょう。現地集合、現地解散です。

4日(木)10:00～11:30
11日(木)10:00～11:00

※むくむくベビマ(２～８ヶ月の乳児)※持ち物：バスタオル、飲み物、オムツ

西村やえ先生による、親子のふれあい遊び、オイルを使った全身マッサージを行います。

※ママフィット

朝比奈伸子先生による、ママフィットです。心地よい汗を流してリフレッシュしましょう。

15日(月)10:00～11:00
16日(火)10:00～11:30

※むくむく製作
クッキング(10人)

オリジナルの、消しゴムハンコを作りましょう。予約は１０月１０日まで。
食推協さんによる、クッキングを行います。

17日(水)10:00～11:00

※幼児食講座 予約は１０月１５日まで。

杉本富士子先生による、幼児食講座です。手づかみ食べや、スプーンの持ち方のポイントなど

26日(金)10:00～11:00
29日(月)10:30～11:00

※むくむくハッピー予約は１０月１７日まで。
おはなし会

１０月生まれのお友達を、みんなとお祝いしましょう。今回は、ハロウィンのプレゼントが有ります。

2日(火)11:30～12:30

※ランチ広場(親子3組)
親子で３Ｂ体操
誕生会・身体測定

保育園の行事食を食べてみませんか？箸またはスプーン、飲みものを持参して下さい。１食２５０円

4日(木)10:00～11:00
9日(火)10:00～10:30

紙芝居や親子のふれあい遊び、みんなで一緒に体操をしたりします。

親子で３Ｂ体操を楽しみましょう。 歩けるようになった子どもさん向きです。 多目的ホールを使います

１０月生まれのお友達をみんなでお祝いしましょう。 誕生月に関係なく、身体測定もできますよ。

16日(火)11:30～12:30
22日(月)9:45～11:00
29日(月)10:00～11:00

※給食試食会(親子3組)

保育園の給食を食べてみませんか？ごはん、箸またはスプーン、飲みものを持参して下さい。

※スクラップブッキング(１セット２００円、写真を３枚持参して下さい。)

テーマはハロウィーン写真を使い、A4サイズのペーパークラフトをします。キットなので初めての方でも楽しく作れますよ。

30日(火)10:00～11:00

※中央公園で遊んじゃおう ミニＳＬは、予約２０組で、有料（大人一人１００円）です。

初倉たんぽぽ広場さんと合同企画です。 ふれあい遊びをしたり、ミニＳＬに乗ったりします。

ウエルカムしまだin六合

県外出身、または、県内で島田市から遠隔地出身で、 島田（六合）で子育てをしてい
る保護者の会です。 楽しくお喋りをしながら、島田の情報も手に入れましょう。

17日(水)23日(火)9:30～16:00
5日(金)10:00～11:30

園庭開放
ウェルカム島田「9:45受付」

11日(木)10:30～12:00
12日(金)10:30～11:30

ランチ食堂
ハンドマッサージ

保育園の食事を体験できます。当日先着10組までです。持ち物：箸（子どもの分も）

16日(火)10:30～11:30
19日(金)10:30～11:30
23日(火)10:00～12:00

簡単おやつ作り
子育て談話会
フットマッサージ

お料理が得意な人も、そうでない人も、みんなで楽しく作りましょう。持ち物：エプロン・三角巾

25日(木)10:30～11:30
29日(月)10:30～11:00
31日(水)10:30～11:30

成長を祝う会
音楽あそび
ハロウィン

身体測定、手形・足型をとります。パネルシアターのお楽しみもあります。
楽器をならしたり、親子で体を動かして遊びましょう。
仮装をして楽しみましょう。

11日(木)10:00～11:00

※運動会(16人)対象児：1才5ヶ月以上

持ち物：お茶、汗ふきタオル 動きやすい服装でお越しください

18日(木)10:00～11:30

※ベビーマッサージ(10人)対象児：生後2ヶ月からはいはいまでの赤 持ち物：大きめのバスタオル、お茶、赤ちゃんの着替えとおむつなど 今回は都合に
ちゃんと妊婦さん
より9/28（金）９：３０～予約を受け付けます

29日(月)10:00～11:00

※親子体操(15人)

持ち物：大きめのバスタオル又はヨガマット、お茶、汗ふきタオル等 運動のできる服
装でお越しください

30日(火)11:00～11:30

誕生会

誕生児は写真を持って10：20までにお越しください

終日、園庭開放のみです

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

←

食事（有料）もできます。お気軽にご連絡ください。

連絡先：３４－３３４１（こども館内 一時託児）

☆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）

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。
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）

☆女性相談☆

連絡先：３６－７２５３（島田市役所

子育て応援課

女性相談員）

DVなどを抱えるさまざま問題や悩みを共に受けとめ、一緒に解決できるようにお手伝いします。
秘密は厳守しますので、お気軽にご相談ください。（相談日：月･火･木･金 ８：３０～１７：００）

☆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

☆一時預かり☆
実施保育園

ひよこ
(五和保育園）
℡45-5757
牛尾1111
月～土（祝日除く)
月～金：9：00～16：00
土：9：00～14：00

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

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

☆こども相談室☆
毎日たんぽぽ広場を開催しています。
午前：9：30～13:00 午後13:30～15:00(支援室解放） 午前：9：30～13：00 午後：13:30～16:00（園庭解放）です。
・手形アートは毎日遊びの中で実施しています
10/10(水) 絵本との出会い
10/16(火） 親子エアロビ
10/18(木) 身体測定
10/25(木〉 誕生会〈童謡を聴こう）
10/29(月) ※SLにのろう
10/30（火） ※ベビーマッサージ

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

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

利用料／日

こばと保育園

大津通12-2

℡35-5177

９：００～１６：００

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
《給食･おやつ代》２００円～２５０円

月坂保育園

阪本1649-1

℡38-2977

８：３０～１６：３０

《４時間未満》１，０００円 《４時間以上》２，０００円
《給食･おやつ代》３００円

かわね保育園

川根町家山1175-1

℡53-2142

８：００～１７：００

１，８００円(給食代含む)

※ 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。

☆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
山本 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

金谷北

四小 大津小
六小 六東小

川根
問い合わせ

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）

ふれあいの居場所
『はーとちゃん家』に
遊びにきませんか？
日 時：毎週木曜日
10:00～14:00
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）

県外・市外出身のお母さん、島田市の支援センターにデビューしませんか。みんなで話しましょう。

ポーラ美容部員さんによる手のお手入れを楽しんで下さい。
子育て以外のことも何でも話してすっきりしましょう。
専門の方がすっきりもみほぐしてくれます。15分500円です。

子育てカレンダー 10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

昨年、大好評だった『志太すくすくラリー』を今年も開催します！！
昨年に比べ、ラリーへの参加方法も簡単になりました！ぜひ、この機会にラリーへ参加
し、『オリジナルランチセット』をゲット！してみてはいかがでしょうか？
また、今年3月にオープンした、しまだ音楽広場屋内公園で『くわばたりえ子育てトークラ
イブ』を開催します♪
当日は、『私らしい等身大の子育て100点満点のママじゃなくてもええやん♪』をキャッチ
フレーズに子育てトークライブを開催します！ここでしか聞く事のできない話しなどなど…
ママに大人気な『くわばたりえ』さんのトークライブに、すくすくラリーでゲットしたオリジナ
ルランチセットでお弁当を持参して参加してみてはいかがでしょうか？

※詳細は、QRコードを読み取ってご覧下さい♪♪

