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ハーモニーネット未来
笠岡市委託地域子育て支援拠点事業

子育てひろば「あおぞら」

…９月の予定…
日

月

夏のなごりを感じながら、赤とんぼ、コオロギを探してみてくださいね。

火

水

木

移動ひろば

おはなしの会

移動ひろば

10:00～12:00

10:30～11:00

10:00～12:00

金

土

「ともだちや」
18:30～
笠岡総合体育館

サブアリーナ

移動ひろば

敬老の日

おはなしの会

移動ひろば

10:00～12:00

10:30～11:00

10:00～12:00

移動ひろばお休み

おはなしの会

移動ひろば

10:30～11:00

10:00～12:00

おやこで楽しいあそび

育児相談

10:30～11:30

11:00～11:45

ふたごっち

秋分の日

(市民活動支援センター)

移動ひろば
「食べる」で育つ
子どもたち

10:00～12:00

移動ひろば

おはなしの会
＆お誕生日会

10:00～12:00

10:30～11:00

10:30～11:30

〈子育てひろば「あおぞら」
〉
✿移動ひろば「あおぞら」(毎週火・木曜日)
日時：上記カレンダーをご覧ください。
場所：笠岡市市民活動支援センター２階第３会議室 *参加費：無料

✿ひよこクラブ 「おやこで楽しいあそび」

〈2017.９月のお休み〉
移動ひろば

１９日(火)・

日時：９月 19 日(火) 10:30～11:30
場所：笠岡市市民活動支援センター２階第３会議室 *参加費：100 円

✿子育てひろば「あおぞら」 「育児相談」
日時：9 月 20 日(水) 11:00～11:45
場所：ハーモニーネット未来 1F
参加費：無料

別紙参照

✿子育てひろば「あおぞら」 「『食べる』で育つ子どもたち」
日時：9 月 25 日(月) 10:30～11:30
場所：ハーモニーネット未来 2 階 *参加費：100 円

〈大井児童館〉
✿９月１１日(月) 10:30～11:15 ぽかぽかタイム「おやこでたのしくリズムあそび♪」（要申込）
✿９月１４日(木) 10:00～11:00「マミィズ・カフェ」
✿９月２５日(月) 10:30～11:30 にこにこタイム「おやこで簡単おやつ作り」（要申込）

〈その他〉
✿９月 1８日(金)18:30～舞台鑑賞「ともだちや」(笠岡市総合体育館サブアリーナ)

＜よこちゃんのひとりごと＞
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9 月のお誕生日会

27 日(水)11:00～

「それでいいよ だいじょうぶ
ー子どもとの暮らしを応援する本ー」より

かさおか市内の各イベント情報
子育て支援センター

母親クラブ

★キュートキッズ （大井児童館内 TEL63-0443）
★わかたけ子育て支援センター (若竹保育園内 TEL62-4560)
15 日(火)10:00～11:00
0 才児年齢交流（運動遊び！）
22 日(金)10:00～11:30 「お茶べり会」
16 日(水)10:00～11:00
リトミック(保育園ホール)
12 日(火)10：00～11：00
1 才児年齢交流(クレパスで絵をかきましょう!!) ★ときめき(０～３歳) （大井児童館内 TEL63-0443）
13 日(水)10:00～11:00
ベビーヨガ(支援センター)
15 日(金)10:00～11:30 「水遊び」
要申込(62-4560/定員：10 組)
持ち物：お茶・お手ふき・水着 or 着替え・タオル
19 日(火)10:00～11:00
2 才児年齢交流(マーカーで絵を描きましょう!!)
29 日(金)10:00～11:30 「手形・足形工作」
20 日(水)10:00～11:00
わらべうた(支援センター)
29 日(金)10:00～11:00
9 月生まれのお誕生会(保育園ホール)
★ときめき(４・５歳) (大井児童館内 TEL63-0443)
14 日(木)13:30～11:30 「ジャザサイズで体を動かそう!!」
★笠岡中央子育て支援センター (和光保育園内 TEL67-0802)
16 日(水)10:00～11:00
お月見会(東公民館)
持ち物：うわばき(必ず)・お茶・タオル・着替え(必要なら)
21 日(木)10:00～11:00
システムブロックで遊ぼう
28 日(木)10:00～11:00
誕生会・絵本の読み聞かせ
★スマイルキッズ (大井児童館内 TEL63-0443)
19 日(土)10:30～11:30 「おやこでリトミック」
★まや子育てサポートセンター （まや保育園内 TEL69-2626）
持ち物：お茶・お手ふき(笠岡東公民館)
8 日(金)10:00～12:00 乳幼児クラブ「ミニ運動会」（サブアリーナ）
※参加を希望される場合は、各センターへお問い合わせください。
★笠岡市ファミリー・サポート・センター(サンライフ笠岡内 TEL63-5067・要予約)

115 日(火)10:00～11:00
15 日(金)10:00～11:00
19 日(火)10:00～11:00

★ひよこクラブ (ハーモニーネット未来 TEL63-4955)
19 日(火)10:30～11:30 「おやこで楽しいあそび」
(市民活動支援センター)

絵本の読み聞かせ＆提供会員さんと遊ぼう！

「お母さんのための井戸端会議」
絵本の読み聞かせ＆お店屋さんごっこ
※参加を希望される場合は、各母親クラブへお問い合わせ下さい。

※詳しいことは、あおぞらスタッフまでお問い合わせ下さい。
私たちは地域で子育てをがんばっている親子を応援しています。

子育て応援

企

業

認定 NPO 法人

●株式会社サンラヴィアン
〒719-0302 岡山県浅口郡里庄町新庄 3920
おいしいお菓子をイベント等で提供していただいています。

●株式会社アサムラサキ(本社オフィス)
〒714-8501 岡山県笠岡市茂平 989 番地
おしょうゆやドレッシングなどを提供していただいています。

〒71 4- 0 0 81 笠 岡 市 笠 岡 59 0 9
TEL 0865-63-4955/61-4002
FA X 0865-63-4950
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