Ｈ30

子育てカレンダー

島田市役所 子育て応援課 ℡36-7159 FAX36-8006
日

月

「※」印がある行事は、事前に申込みが必要です。

火

水

木

金
1

△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
4
□島田おはなしの会

5
6
♪北幼みんなであそぼ！ △７か月児相談
◎おおるりきしゃぽっぽ
△１歳６か月児健診
◎※体に優しい料理教室 ♪※南幼稚園キッズくらぶ
♪ノンタンの会
◎子育てふれあいネット

11

12

□大津お話しの会

18

25

土
2

△離乳食講習
◎旭町きしゃぽっぽ
▽※豆まき

3
♪きたっこギャラリー
□島田図書館

9
◎あかちゃん部(ロ)
◎元島田きしゃぽっぽ
▽おはなしでてこい

10
□さくらんぼおはなし会
□山びこ親子読書会

13

14
15
16
17
♪南幼稚園あっぷる
♪※北幼稚園ピースっこ ♪南幼稚園ぽけっと
♪五和幼遊びにおいでよ ♪※北幼稚園キッズくらぶ
♪北幼みんなであそぼ！ ▽※親子リトミック
□たまごマザーおはなし ◎たんぽぽ
□えのころ
♪ノンタンの会
◎子育て広場
▽ふれあいタイム
□あすなろ
◎さんらいむきしゃぽっぽ

26
27
♪北幼みんなであそぼ！ ◎番生寺きしゃぽっぽ
◎※わらべうたベビマ

21

22
♪みどりてんとうむし
◎子育て広場

23
◎あかちゃん部（み）

24
□金谷図書館おはなし会
□山びこ親子読書会
□ドキターKIDS
□川根図書館おはなし会

28

右のＱＲコードからも申し込みができます。
備 考

△７か月児相談

6日(火)9:30～10:00 H29.7.1～7.15日生
20日(火)9:30～10:00 H29.7.16～7.30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

6日(火)12:45～13:15 Ｈ28.7.1～7.16日生
20日(火)12:45～13:15 Ｈ28.7.17～7.31日生

△３歳児健診

1日(木)12:45～13:15
8日(木)12:45～13:15

△離乳食講習

2日(金)14:00～15:00

名

Ｈ27.1.1～1.15日生
Ｈ27.1.16～1.31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

▽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)
※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
施

設

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

事

業

名

休館日▽こども館
2月5日(月)、19日(月)、26日(月)
▽初倉児童センター 2月4日(日)、11日(日)、12日(月)、18日(日)、25日(日)
▽川根児童館
2月4日(日)、11日(日)、12日(月)、18日(日)、25日(日)
▽島田市博物館
2月5日(月)、19日(月)、26日(月)

日 時

対 象

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
気軽に参加して仲間作りや、おしゃべりタイムを楽しみましょう！出席シール3枚
でプラバンがもらえます！

おはなしでてこい

9日(金)10:30～11:00

ふれあいタイム

16日(金)10:30～11:30 ０～３歳、保護者

※すくすくタイム

21日(水)10:30～11:30

0～3歳、保護者(15人)

※豆まき

2日(金)10:00～11:00

2ヶ月～5ヶ月、3ヶ月～9ヶ月、０ 場所･･･初倉公民館 ホール ☆「元気に1年間過ごせますように」と願いを込めて「豆まき」
～３歳、保護者(20人)
をします。節分の簡単工作もあるよ！※2歳っ児クラブも参加します

※おはなしくまさん

7日(水)10:30～11:00

2ヶ月～5ヶ月、3ヶ月～9ヶ
月、０～３歳、保護者

※親子リトミック

14日(水)10:00～11:00

※節分クッキング

3日(土)10:00～12:00

小学生(15人)

持ち物･･･三角巾、エプロン、手拭きタオル、お米０，５合

※バレンタインチョコ

10日(土)10:00～12:00

小学生(15人)

持ち物･･･エプロン、三角巾、手拭きタオル、材料費100円

※虚空蔵尊へ行こう！

23日(金)15:30～16:30

小学生

詳しいことは、川根児童館へお問い合わせください。

※卓球大会

17日(土)10:00～11:30 小学生

「版画のような仕上がり
11日(日)13:00～15:30
『ろう画』を描こう」
「2つの湯たんぽ『なぜ？』
18日(日)13:30～15:30
がいっぱい」

０～３歳、保護者

赤ちゃん・こどもさんと一緒に身体を動かします！身体もこころもリフレッシュ！ママも友達作り！持ち物：
抱っこひも・バスタオル・飲み物（ママの飲み物も忘れないでね）講師：杉本亜由美先生

場所･･･児童センター集会室 ・申し込み･･･必要（電話でも可）※当日受付もOK
☆絵本の読み聞かせです。気軽にきてくださいね！
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
２歳.３歳、保護者(20人)
☆リズムにあわせて、からだを使ってあそぼう！

小学生

【参加費】100円（材料費込み）画用紙にろうをぬって・・・版画のような仕上がり
が美しい「ろう画」を描いてみよう！

小学生、保護者

【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。 ※ブリキ製と陶器製の湯たん
ぽ。あたたかさを比較しながら体験できます。形の工夫や特徴など、クイズ形式で説明します。

平成29年1月から、島田市子育て応援サイト「しまいく」はLINEを
始めました。トピックス情報をLINEでゲットできます。ぜひお友だち
登録をしてください。配信される情報は、子育てに関する最新情
報や市内のイベント情報などです。

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）

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)

LINEお友だち登録用QRコード
ID:@wme0290r

連 絡 先
社会教育課青少年係
36-7963

日 時
1日8日15日22日(各木
曜日)10:00～11:30

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。
出生前、2ヶ月～5ヶ月、3ヶ

〃

23日(金)10:00～11:30 月～9ヶ月、０歳、保護者
9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
に向き合える時間を先輩ママ（島田市ペアレントサ
出生前、2ヶ月～5ヶ月、3ヶ
ポーター）が、お手伝いします。是非、遊びにきてね。
月～9ヶ月、０歳、保護者

〃

6日(火)10:00～11:30

出生前、０～３歳、保護者 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

◎子育てふれあいネット

北部ふれあいセンター

32-1100
(北部ふれあいセンター)

◎旭町きしゃぽっぽ

旭町公民館

36-1276(阿部)

2日(金)9:30～11:30

◎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)

5日(月)9:30～11:30

◎元島田きしゃぽっぽ

元島田公会堂

090-9128-5047(高杉) 9日(金)9:30～11:30

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

出生前、０～３歳、４～６ 「豆まき」鬼は外、福はうち
歳、保護者
保育士さんと体操。気軽に遊びに来てね
赤鬼と青鬼のタンゴ♪
〃
保健師さんのお話があります
寒さに負けない強い子になろう！
〃
管理栄養士 塩澤先生の「食生活」のお話
じぃじばぁばと遊ぼう！四世代交流
〃
オートハープひまわりの皆さんと歌おう！
鬼は外！福は内！みんなで豆まき
〃
管理栄養士さんが来ます
鬼は外！福は内！豆まきをしよう
〃
保健師さんのお話があります

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

13日(火)9:30～11:30

◎大柳きしゃぽっぽ

大柳公民館

38-0917(藤田)

19日(月)9:30～11:30

◎番生寺きしゃぽっぽ

番生寺会館

36-3629(小澤)

27日(火)9:30～11:30

◎「たんぽぽ」

六合公民館（ロクティ）

36-7389(川端浩美)

16日(金)10:00～11:30

2ヶ月～5ヶ月、3ヶ月～9ヶ月、０～３
歳、４～６歳、小学生、保護者

東町公会堂（ひなた）

090-8075-2941
(あい愛サロン 池谷)

5日(月)9:30～12:30

◎※あい愛サロン

出生前、2ヶ月～5ヶ月、3ヶ月～9ヶ月、 クッキング。おいしく食べられるからだにやさしい料理を作ります。離乳食、アレルギー
０～3歳、4～6歳、小学生、保護者
対応食にもなります。持ち物：エプロン,三角布 材料費：1家族500円

26日(月)10:00～11:30

出生前、2ヶ月～5ヶ月、3ヶ月～9ヶ
月、０歳、保護者(12人)

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!

☆サークル
サークル名

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

保健福祉センター
はなみずき
℡34－3281
(健康づくり課)

△３歳児健診
♪みどりてんとうむし
♪※付属幼ひまわりクラブ
□おはなしエプロン
◎子育て広場
7
8
△３歳児健診
◎子育て広場
▽※ベビーマッサージ
△※Art da mama

♪てんとうむしクラブ
♪金幼すくすくひろば
□えのころ
▽※おはなしくまさん

19
20
♪※北幼稚園ピースっこ △７か月児相談
▽※すくすくタイム
◎大柳きしゃぽっぽ
△１歳６か月児健診
△※Art da mama
◎みんなのクローゼット

△身体計測自由計測

◎子育てのひろば

豆まきやったかな？

2月号

場 所

連 絡 先

日 時

対

備

象

考

☆みんなのクローゼット

東町公会堂（ひなた）

090-4195-0187(河原﨑)

20日(火)10:00～12:00

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。

☆※Art da mama

しろくま堂サロン
（阿知ケ谷３２７－１）

080-5127-5875(木村)

8日(木)19日(月)
10:00～12:00(各日6人)

出生前、2ヶ月～5ヶ月、3ヶ月～9ヶ月、 【託児つき無料ワークショップ】アートが好きなママ、一緒にお話ししたり情報交換をし
０～３歳、４～６歳、小学生、保護者
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。

□読み聞かせ
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
3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

〃

〃

4日(日)10:30～11:00

〃

□山びこ親子読書会

〃

〃

10日(土)14:30～15:00
24日(土)14:30～15:00

〃

□大津お話しの会

〃

〃

11日(日)14:30～15:00

〃

□あすなろ

〃

〃

17日(土)14:30～15:00

〃

□ドキターKIDS

〃

〃

24日(土)10:30～11:00

〃

10日(土)10:30～11:00

〃

金谷図書館おはなし室 たのしいお話がいっぱい。遊びにき
てね。まってるよ。

24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。

15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。

24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 7日(水)10:00～11:00
少年係)
17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。

□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)

〃

1日(木)10:30～11:00

「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☆
読み聞かせボランティア「英語であそぼドキターＫＩＤＳ」
による英語のおはなし会です。

♪幼稚園サークル
施 設
島田中央幼稚園
℡37-2733
島田北幼稚園
℡36-1272

事

業

名

六合幼稚園
℡37-3546
みどり認定こども園
℡38-0057
島田学園付属幼稚園
℡37-3252
金谷幼稚園
℡45-2075
五和幼稚園
℡46-3344

対

象

備

考

7日(水)10:00～11:30

０～３歳、保護者

【鬼退治をしよう！】 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。

♪きたっこギャラリー

3日(土)9:00～12:00

全て

子どもたちがのびのびと描いた絵や製作物を展示します。 絵を描く楽しさ・想い・
想像力などいろいろに表現しています。どなたでもご覧ください。

♪みんなであそぼ！

5日(月)13日(火)26日(月)
8:30～10:30

０～３歳、保護者

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。

14日(水)10:00～11:20
19日(月)10:00～11:20

H26.4.2～H27.4.1生
保護者

『北幼稚園 節分』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）

０～３歳、保護者
０～３歳、保護者
０～３歳、保護者

『手型シートを作ろう』ご不明な点は島田北幼稚園までご連絡下さい。

H26.4.2～H27.4.1生、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。

♪みどりてんとうむしクラブ
♪みどりてんとうむしクラブ

17日(土)10:00～11:20
6日(火)10:30～11:30
13日(火)10:30～11:30
15日(木)10:30～12:00
6日(火)10:00～11:30
13日(火)10:00～11:30
1日(木)10:30～11:30
22日(木)10:30～11:30

♪※ひまわりクラブ

1日(木)10:30～11:30

０～３歳、保護者(15人)

♪すくすくひろば

7日(水)10:00～10:30

０～３歳、保護者

持ち物：水筒、帽子、着替え等 流行している風邪などで、やむを得ず中止にな
る場合がありますがご了承ください。

♪遊びにおいでよ

16日(金)10:00～11:30

０～３歳、保護者

内容：お店屋さんでお買い物 幼稚園のみんながいろいろなものを作って、お店屋さんを開きます。お買
い物を楽しんでく
ださい。持ち物：ハンカチ・水筒・上靴・（お持ちの方は）「遊びにおいでよ」のバッグ

♪※ピースっこ
（うさぎ・くま合同）
♪※キッズくらぶ
島田南幼稚園
℡35-6711

日 時

♪てんとうむしクラブ

♪※キッズくらぶ
♪あっぷる
♪ぽけっと

♪ノンタンの会

０～３歳、保護者
０～３歳、保護者
０～３歳、保護者

『おひなさまを作ろう！』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）

【持ち物】上履き（外靴の底を拭いたものでも構いません）
【駐車場】屋根下駐車場・幼稚園北線路脇駐車場
持ち物等は水筒・タオルなどがあればいいかと思います。インフルエンザ等が流行してし
まって場合は、お休みになることがあります。事前に、ブログのチェックをお願い致します。
【豆まき、鬼退治をしよう！】持ち物：着替え、水筒、スリッパ(保護者の方)
【お店やさんごっこをしよう！】持ち物：着替え・水筒・スリッパ(保護者の方)
「ようちえんごっこであそぼうね！」ようちえんってどんなとこ？
ちょっぴり体験してみよ
う！【持ち物】水筒・室内履き・着替え等

◆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）

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☆
保育園の園庭で遊べます。
【日時】平日
（土･日・祝はお休みです。）

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

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。

5日19日26日(各月曜)9:30～11:30
13日(火)9:30～11:30

おひさまサロン

未就園児の親子さんならどなたでもどうぞ｡9:30～10:50まで２階遊戯室で遊べます。11:00頃から親
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！

7日14日21日28日(各水曜)
9:30～11:30

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｡21日は向谷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
チをいただきましょう。11:30～12:30までがランチタイムです。 午後の開放は14:30～15:30です

2日(金)9:30～11:30

おでかけおひさまサロン(会場：福祉館あけぼの)

松葉町の福祉館をお借りしての出張おひさまサロン。少人数で遊べます。

3日(土)9:30～11:30

※パパも一緒におひさまサロン(15人)

日頃お仕事が忙しいお父さん、お母さんや子どもさんと一緒に第一保育園に遊びに来ませんか？

9日(金)9:30～11:30

お出かけサロン山の家(島田市野外活動センター山の家センターハウス)

かわぐちへ出かけます。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。

20日(火)9:30～11:30

おひさま赤ちゃん(妊婦さんと生後６ヶ月位までの赤ちゃん)

出産に役立つことや､子育ての悩みなど､お母さん達とおしゃべりしながら､情報交換しましょう｡耳よりな情報が聞けますよ｡

23日(金)9:30～11:30

ｱﾗﾌｫｰﾏﾐｰｽﾞの会(妊婦さんも是非おいでください）

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。いっぱいおしゃべりしましょう｡

24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｡楽しくおしゃべりしましょう

27日(火)9:30～11:30

県外出身ママの会

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｡島田の子育て情報をいっぱい聞きましょう｡

あそぼう会
℡37-1315

6日(火)9:30～11:30

ふたごちゃんあつまれ～！

今月は栄養士さんのお話です。

すまいるﾊｳｽたまご
℡37-2739

16日(金)9:30～11:30

※ちびっこランド(会場：初倉公民館くらら)

２月は『スポーツ教室』です。講師の先生が指導してくれます。 １０時から始めますので、場所になれるよう早めにお
いでください。 予約申込日：２月１日9:00よりすまいるハウスたまごにて電話受付 当日お休みされる場合は9:30まで
に市役所子育て応援課までご連絡ください。

すまいるハウス
たまご（歩歩路２Ｆ）

13日(火)10:00～11:30

ウェルカム島田inたまご

島田市で出産、子育てしている県外、市外出身のママたち、楽しくおしゃべりしながら情報交換しましょう。

19日(月)11:00～12:00

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｡

℡37-2739
本通三丁目6-1

23日(金)9:30～11:30

たまごと赤ちゃん

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｡

26日(月)10:00～11:30

※わくわくたまご

簡単親子製作『靴下の雪だるま作り』 靴下を使って、簡単でかわいい雪だるまを作りましょう。

月～金（祝日除く）

1日8日15日22日(各木)9:30～11:30

あひるっこルーム(施設整備のため中止)

施設整備のため、あひるっこルームはお休みさせていただきます。

9：30～15：30

6日(火)16日(金)9:30～12:00

たまごamお休み

午前中お休みさせていただきます。午後は１３時より開放いたします。

9日(金)14日(水)22日(木)13:00～15:30

たまごpmお休み

午後お休みさせていただきます。午前中は１２時まで開放いたします。

むくむく
（かわね保育園）

2日(金)10:00～11:00

※節分の集い（交流会）(20人)

節分の行事をライオンズさんと一緒にやります。１/３１までに予約してください。

5日(月)10:30～11:00

※健康プラザで交流会

健康プラザのおじいちゃんおばあちゃんと一緒に楽しく過ごします。

℡53-2096
川根町家山1175-1

8日(木)10:00～11:00

※リフレッシュ講座

朝比奈伸子先生と一緒に、音楽に合わせて体を動かしてリフレッシュしましょう！

21日(水)10:00～11:30

※むくむくハッピー

みんなの大好きなアンパンマンと仲間たちがきてくれます。一緒に体操しよう！

月～金（祝日除く）

23日(金)10:00～11:30

あるけあるけ

三光寺の虚空蔵さんにみんなで行きます。集合は西向集会所。

9：00～16：00

27日(火)10:30～11:00

おはなし会

みんなで紙芝居を見たり、ふれあい遊びやたいそうをして過ごします。

にこにこ広場
（六合第二保育園）

1日(木)10:00～11:00

おはなし広場(会場：六合公民館(ロクティ))

ロクティの多目的ホールで体を動かして遊びましょう。

2日(金)11:30～12:30

※ランチ広場(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。 はしかスプーン、飲み物を持参して下さい。一食２５０円

℡35-0123
東町1210

13日(火)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。 持ち物：ご飯、はし又はスプーン、飲み物

15日(木)10:00～11:00

親子で３Ｂ体操

ロクティの多目的ホールで、親子で３Ｂ体操を楽しみましょう。

月～金（祝日除く）

20日(火)10:00～10:30

誕生会

２月生まれのお友達をみんんなでお祝いしましょう。 身長体重も測るよ（誕生児以外も）

22日(木)10:00～11:00

県外出身又は、県内で島田から遠隔地出身で、島田（六合）で子育てをしているお母さ
ウエルカムしまだin六合(県外出身、県内で島田市から遠隔地出身ママ親子)
ん達の会です。 楽しくお喋りしながら島田の情報も手に入れましょう。

☆病後児保育☆

23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。

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

℡37-1315
向谷四丁目1084-1
月～金（祝日除く）
9：30～16：00

9：30～16：00

7日28日(各水)9:45～11:00

妊婦さん＆あかちゃん 広場(１歳までの親子、妊婦さん)

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？

たんぽぽ広場
（初倉保育園）

8日(木)10:00～11:30

※ベビーマッサージ(10人)

わらべうたをうたいながらマッサージをしましょう♪

9日(金)10:30～11:00

誕生会

２月生まれの子をお祝いしましょう♪ 一歳までの月誕生日の写真もとれます。

℡38-2525
井口407

20日(火)10:00～11:30

※妊婦さんあつまれ・ベビーマッサージ(10人)(会場：初倉西部ふれあいセンター)

わらべうたをうたいながらマッサージをしましょう！ 妊婦さんはオムツ替えや抱っこ体験をしましょう♪

6日27日(各火)9:30～11:00

身体測定

大きくなったかな？身長・体重をはかりましょう♪

月～金（祝日除く）

5日(月)13日(火)14日(水)9:30～11:00 ※手型アート

可愛い手型をとりましょう（テーマはオニです♪）

1日(木)2日(金)10:00～11:00

つくってあそぼう（節分の豆入れ）

節分の製作です。 ２月２日まで作れます。 2月２日（金）園行事豆まき会（※要予約）です。

2日(金)10:00～10:30

※豆まき会(10人)

園行事の豆まき会に一緒に参加します。園児と一緒に豆まきをしましょう。

℡35-1176
若松町2538-1

5日(月)10:00～11:00

身体測定

母子手帳・出席カードを持参してください。

19日(月)10:30～11:30

※おはなしカフェ(10人)

おはなしカフェのほりいまりえさんが絵本の読み聞かせをしてくれます。

月～金（祝日除く）

27日(火)10:00～10:30

誕生会

２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円です。

13日15日16日20日22日23日28日
10:00～11:00

つくってあそぼう（お雛様作り）

親子でお雛様を作ります。

7日14日21日(各水)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お話をします。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。

7日21日(各水)10:00～11:00

※べビーマッサージ(各日10人)

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

2日(金)11:00～11:30

豆まき

泣き虫鬼、怒り鬼、寒がり鬼………みんなやっつけよう

8日(木)10:30～12:00

ランチ食堂(10人)

保育園の食事を体験して下さい。先着１０組までです。 持ち物：箸（お子さんの分も）

9日23日(各金)10:00～12:00

フットマッサージ

専門の方が凝った体をほぐしてくれます。（15分間500円）

9日(金)10:30～11:30

ハンドマッサージ

ポーラ美容部員さんによる、ホットする時間をどうぞ！

月～金（祝日除く）

16日(金)10:30～11:30

子育て談話会

薬剤師の方と、薬の服用や健康について語りましょう。

9：30～16：00

20日(火)11:00～12:00

簡単おやつ作り

栄養士と一緒に楽しく作りましょう。 持ち物：エプロン・三角巾

22日(木)23日(金)24日(土)9:30～15:30

思い出キラキラ展

一年間の思い出を展示します。くりのみ保育園の作品展も合わせてご覧下さい。

5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センター)

駐車場がないので、自転車または徒歩でお願いします。

8日(木)10:30～11:00

※ベビーマッサージ(10人)

６ヶ月の赤ちゃんから１歳３ヶ月頃の子が対象のベビーマッサージです。親子で楽しくス
キンシップしましょう。 持ち物：バスタオル

9：30～16：00
子育てふうせん
（ゆたか保育園）

9:00～16:00

木の実
（くりのみ保育園）
℡36-5414
中央町12-12

ひばり
（大津保育園）
℡39-5951
落合64-1

15日(木)10:30～11:00

さなちゃんのお話広場

勝山先生が楽しいお話をたくさんしてくれます。親子で楽しんでください。

月～金（祝日除く）

23日(金)10:30～11:30

ふたごの日

製作でおひなさまを作ります。

10：00～15：00

28日(水)10:30～11:00

誕生会

２月生まれの子の誕生会をやります。みんなでお祝いしましょう。えのころさんが来て、お話しをしてくれます

シャローム
(聖母保育園）

5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センター)

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。

26日(月)10:00～11:30

※ベビーマッサージ(10人)

対象は生後2ヵ月からハイハイまでの赤ちゃんと妊婦さん 持ち物：大き目のバスタオ
ル、お茶、赤ちゃんの着替えやおむつ 予約は２/２（金）9：30～

28日(水)11:00～11:30

誕生会

誕生児は写真を持って１０：３０までにお越しください

ひよこ
(五和保育園）

1日(木)10:30～11:30

※お母さんとあそぼう！

豆まきをして、今年一年を元気に過ごそう！泣き虫鬼、怒り鬼飛んで行け！！ 持ち物:ビニール袋

2日(金)10:30～11:30

ママフィット(会場：五和保育園（和泉ホール）)

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

℡45-5757
牛尾1111

8日(木)10:30～11:00

お話の広場

勝山先生の楽しいお話が始まります。今月は、どんなお話が聞けるかな？

9日(金)10:30～11:30

※出張ひよこ(会場：金谷公民館(みんくる))

親子で歌を歌ったり、身体を動かして遊びませんか？楽しい親子製作もあります。

月～土（祝日除く)

16日(金)10:00～12:00

※ひよこっこサークル⑤

⑤ひよこっこサークル スクラップブッキング！持ち物:写真、ハサミ、材料費千円など

月～金：9：00～16：00
土：9：00～14：00

20日(火)10:30～11:00

※赤ちゃんとタッチしちゃおう！(10人)

ママと赤ちゃんとのスキンシップです！持ち物:ﾊﾞｽﾀｵﾙ、ミルク、紙オムツなど

23日(金)10:30～11:30

仲良しサークル

２月生まれのお誕生会です。みんなで２月生まれのお友だちをお祝いしましょう。

℡37－5430
中河町344
月～金（祝日除く）

保育園の見学等、できます
ので、ご連絡ください。 →

☆助産師による乳房マッサージ・育児相談☆

連絡先：３５－２１１１（島田市民病院）

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。
※平成30年3月まで実施予定です。ご希望の方は、適宣ご連絡ください。

☆一時託児☆

連絡先：３４－３３４１（こども館内 一時託児）

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

☆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。

☆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

☆一時預かり☆
実施保育園

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。

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
《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

《４時間以上》２，０００円
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。
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
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）

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）

9：30～11：30 12：15～15：15

子育てカレンダー 2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。

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

子育て世代包括支援センター
安心して産み、
育てるために
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

