
 

 

 

 

支援センター名

（施設名） 

きらら 

（ほっと HOT・中条） 

メイプルクラブ 

（ひだまり保育園） 

こっこクラブ 

（ついじ保育園） 

ふれ愛の里なかよし

（きすげこども園） 

すこやか 

（聖心こども園） 

みなみ 

（さわらび保育園） 

こあらクラブ 

（中条すこやかこども園） 

電話番号 ☎44－8680 ☎46－3131 ☎45－1100 ☎28―8811 ☎43－3650 ☎20－7628 ☎43－2444 

 

 

開所時間 

月～金 

（午前 10時～午後 5時） 

土・日・祝 

（午前 10時～午後 3時） 

 

＊育児相談 

月～金（午前 10時～ 

午後３時） 

月～金 

（午前 9時～12時） 

（午後 1時～ 3時） 

 

＊育児相談：要予約 

月～金 

（午前 10時～午後３時） 

火：計画保育 

 

＊育児相談 

月～金（午前 10時～ 

午後３時） 

月～金 

（午前 9時～12時） 

（午後 1時～ 3時） 

 

＊育児相談 

月～金（午前９時～午後３時） 

月～金 

（午前 10時～12時） 

（午後 ２時～ 3時） 

 

＊育児相談 

月～金（午前９時 30分～ 

午後４時30分） 

月～金 

（午前 10時～午後３時） 

 

＊育児相談 

月～金（午前 10時～12時） 

火・水・木 

（午前 10時～午後３時） 

 

＊育児相談 

火・水・木（午前 10時～ 

午後３時） 

 

１ 木 子育てボランティアによるお楽しみ 身体測定 10：30～ 

※9日（金）まで 
 園舎見学会 

10：30～ 
お休み 作品づくり 

6日（火）まで 

 

２ 金    
 

お休み  お休み 

３ 土  お休み お休み お休み お休み お休み お休み 

４ 日  お休み お休み お休み お休み お休み お休み 

５ 月    
わんわん DAY 10：20～ 

２歳児なかよしの日（交流日） 

H27年 4月～H28年 3月生まれ限定 

秋の制作遊び 

5日（月）～16日（金）まで 
 

お休み 

６ 火   つくって遊ぼう 
出張なかよしひろば 

（にこ楽・胎内）自由開放日 

聖心こども園 園見学（10：00～11：00） 

      説明会 （11：00～） 

  

７ 水  
   親子ふれあいあそび 

10：30～ 

身体測定（９日まで） 人形劇 
（こども園のお友だちと一緒に） 

８ 木 
運動遊びを楽しもう！ 

10：45～ 

 
  お休み  

 

９ 金 
 

 
おはなしタイム 

10：30～ 
なかよし作品展 

（こっこクラブのコーナーもあります） 

にゃんにゃん DAY 10：20～ 

1歳児なかよしの日（交流会） 

H28年 4月～H29年 3月生まれ限定 

 
 お休み 

10 土 
 お休み なかよし作品展 

（こっこクラブのコーナーもあります） 
お休み お休み お休み お休み 

11 日  お休み お休み お休み お休み お休み お休み 

12 月    
ぴよぴよ DAY 10：20～ 

０歳児なかよしの日（交流日） 

H29年 4月以降生まれ限定 

午後のみお休み  
お休み 

13 火  ひよこさん DAY 
（身体測定もおこないます！） 

パネルシアターを楽しもう 
出張なかよしひろば（にこ楽・胎内） 

わくわくタイム「絵本を楽しもう」 

10：30～ 

たすく先生と音楽あそび

（10：30～） 
  

14 水 歯みがき指導 10：45～ 
※ 歯ブラシのプレゼントがあります 

きのと出前保育  身体測定  

10：00～10：30 
 

保育園で遊びましょう 

10：00～11：00 運動遊び 

15 木 子育てボランティアによるお楽しみ   
保健師さん来所日 11：00～ 

【子育てなんでも相談会】 

絵本よみきかせ 11：00～ 
  

16 金  おそうじごっこ  
親子リトミック 10：20～ 

園児と一緒にリズムに合わせ表現遊びをします 

こどもがそうするわけ 11：00～ 
（園長先生による子育て講話） 

絵本、紙芝居の読み聞かせ 

10：40～ 
お休み 

17 土  お休み お休み お休み お休み お休み お休み 

18 日  お休み お休み お休み お休み お休み お休み 

19 月    
 19日（月）～22日（木） 

発育測定・トランポリンあそび 

午後のみお休み 

 
お休み 

20 火  協和町出前保育 

ねこさんDAY 

スタンプラリーを 

     楽しもう 

出張なかよしひろば 

（にこ楽・胎内）自由開放日 
スティーブン先生と 

   英語であそぼう 

 
 

21 水 
 スクラップブッキング     ふれあい遊び 

22 木    
お誕生会 10：15～ 

11 月生まれのお友だちをお祝いします

乳児園の幼児と一緒に、ステージでの 

お楽しみを見ます 

大きな体育館であそぼう 

10：30～（B＆G体育館） 

11月生まれのお誕生会 

10：40～ 

 

23 金 
 お休み お休み お休み お休み お休み お休み 

24 土  お休み お休み お休み お休み お休み お休み 

25 日  お休み  

お休み 

お休み お休み お休み お休み 

26 月 
 ほのぼの会 

 おばあちゃん同士で、ゆっくり 

 お話をする会 
 

 

 

 

  お休み 

27 火  うさぎさん DAY 保育園のお友だちと 

    遊びましょう 

出張なかよしひろば（にこ楽・胎内） 

わくわく親子工作「クリスマス工作」 

10：30～ 
 親子ふれあいダンス 10：40～  

28 水 大型絵本を楽しもう！ 
11：00～ 

大出出前保育  ハンドマッサージ 10：00～エステセラピスト来所  

ミニシアター 11：00～11：15 

楽しいお話です 

  パネルシアター 

29 木  
 

 
 絵本よみきかせ（11：００～）   

30 金  お誕生会 10：30～ 
   

 お休み 

＊園開放の予定＊ 

日の出保育園＜ポプラの会＞ 

☎43―2509 

11月 8日（木）午前 10：00～11：15 

小麦粉粘土で遊びましょう。 

 ふたば保育園＜すくすくらんど＞ 

☎43－5225 

11月 9日（金）午前 10：00～11：15 

保育園の子どもたちと人形劇を楽しみましょう。 

黒川保育園＜カンガルーム＞ 

☎47－2442 

11月 15日（木）午前 10：00～11：15 

人形劇を楽しみましょう。 

まごころ保育園＜にこにこひろば＞ 

☎20－8585 

11月 15日（木）午前 10：00～11：00 

ふれあい遊びを楽しもう。 

 

＊なんでも相談の予定＊ 

（相談内容：乳幼児の発育・発達、予防接種、

離乳食・食事の与え方等） 

ほっとＨＯＴ・中条 

☎44－８６８０ 

11月１日（木）午前９：００～11：00 

場所：当日案内板でご確認ください 

１１月 15日（木）午前９：００～11：00 

場所：当日案内板でご確認ください 

 

 

 

 


