
 

 

 

 

 

 

 

 

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9時30～午後4時30分） 

＊なかよし広場 

（午前 10時～12時） 

（午後 2時～ ３時） 

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 土 
 お休み お休み お休み お休み お休み お休み 

２ 日  お休み お休み お休み お休み お休み お休み 

３ 月  
身体測定 ～7日（金）まで   大～きなトランポリンで遊ぼう 

～６日（木） 
 お休み 

４ 火  
ひよこさん DAY（H30年 4月 

～R２年 3月生まれ限定日） 
ふれあい遊びを 

   楽しみましょう 

出張なかよしひろば（にこ楽・胎内）

自由開放日 
   

５ 水  
 

 身体測定 10：00～10：50 
こども園看護師が測定します 

ムシ歯予防教室 

※お声かけください 

 
お外で遊びましょう。 

６ 木 
子育てボランティアによるお楽しみ 

健康なんでも相談 9：00～11：00 

（保健師・栄養士による相談、身体測定） 

青空保育（場所：北公園） 
10：00～ ※雨天中止 

 
  保育園で遊びましょう 

（詳細は後日お知らせします） 
 

７ 金 
  

 

 わんわん DAY 10：20～ 

2歳児なかよしの日(園児交流日) 
H28年 4月～H29年 3月生まれ限定交流日 

園庭であそぼう！ 

（雨天中止） 
 お休み 

８ 土  お休み お休み お休み お休み お休み お休み 

９ 日 
 お休み お休み お休み お休み お休み お休み 

10 月 
ふれあい遊び 

パネルシアターを楽しもう！ 

11：00～ 

  にゃんにゃん DAY 10：20～ 

１歳児なかよしの日（園児交流日） 
H29年 4月～H30年 3月生まれ限定交流日 

 
 

身体測定（12日まで） お休み 

11 火  
ねこさん DAY（H29年 4月 

～H30年 3月生まれ限定日） 
子育ての先輩からお話を 

聞きましょう 
（日程が変更になることもあります） 

出張なかよしひろば（にこ楽・胎内） 
わくわく親子遊び「傘袋ロケット」 

10：30～10：55 

たすく先生と音楽あそび 
10：30～ 

  

12 水  
出前保育（場所：きのと交流館） 

9：30～ ※地区外の参加 OK 
 保健師さん来所日 10：30～ 

「子育ていろいろ相談会」 
歯科衛生士さんによる「虫歯・歯肉炎予防講習」 

  パネルシアターを 

みましょう 

13 木    
   

 

14 金    ぴよぴよ DAY 10：20～ 

０歳児なかよしの日（園児交流日） 
H30年４月生まれ以降限定の交流日 

父の日プレゼント制作 
 

絵本の読み聞かせ 10：40～ お休み 

15 土  お休み お休み お休み お休み お休み お休み 

16 日  お休み お休み お休み お休み お休み お休み 

17 月 
七夕制作 

～28日（金）まで 

 
 

 親子ふれあいあそび 

10：30～ 

 お休み 

18 火  うさぎさん DAY（H28年 4月～ 

H29年 3月生まれ限定日） 
外遊びを楽しみましょう 

（晴れの日） 

出張なかよしひろば（にこ楽・胎内）

自由開放日 

発育測定 
～21日（金） 

 
 

19 水 
 出前保育（場所：協和町「南集会所」） 

9：30～ ※地区外の参加 OK 
 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 

 お絵描きを楽しみましょう お外で遊びましょう 

20 木 
子育てボランティアによるお楽しみ 

健康なんでも相談 9：00～11：00 

（保健師・栄養士による相談、身体測定） 

  行事準備の為、 

午後のみお休み 

園長先生による講話 
～子どもがそうするわけ～ 

 
 

21 金 
   こども園行事 

笹団子作り見学 10：20～ 

 

 
 

お休み 

22 土  お休み お休み お休み お休み お休み お休み 

23 日 
 お休み お休み お休み お休み お休み お休み 

24 月 
 七夕制作 

～7月 5日（金）まで 
 

親子リトミック 10：20～ 
園児と一緒にリズムに合わせて 

表現遊びをします 
 ６月生まれのお誕生会 

10：40～ 
お休み 

25 火  

 
 七夕飾りを作りましょう 出張なかよしひろば（にこ楽・胎内） 

わくわく親子工作「七夕飾りを作ろう」 

10：30～10：55 

  
 

26 水 6月生まれお誕生会 

11：00～ 

   かわいいドア飾りを作ろう  七夕飾りを作りましょう 

27 木 
      お誕生会 10：15～ 

６月生まれのお友だちをお祝いします。 
   

28 金  お誕生会 10：00～     お休み 

29 土  お休み お休み お休み お休み お休み お休み 

30 日  お休み お休み お休み お休み お休み お休み 

＊園開放の予定＊ 

日の出保育園＜ポプラの会＞ 

☎43―2509 

６月１４日（金）午前 10：00～11：00 

お外で遊びましょう（雨天時は室内遊び） 

 ふたば保育園＜すくすくらんど＞ 

☎43－5225 

６月４日（火）午前 10：00～11：00 

外遊びをしましょう（雨天時は室内遊び） 

黒川保育園＜カンガルーム＞ 

☎47－2442 

６月１２日（水）午前 10：00～11：00 

保育園探検に出発！ 

まごころ保育園＜にこにこひろば＞ 

☎20－8585 

６月１３日（木）午前 10：00～11：00 

お外で遊ぼう（雨天時は室内遊び） 

 

＊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 

６月６日（木）午前９：００～11：00 

場所：当日案内板でご確認ください 

６月 20日（木）午前９：００～11：00 

場所：当日案内板でご確認ください 

 

＊保健師による子育ていろいろ相談会＊ 

（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） 

きすげこども園 子育て支援センター 

ふれ愛の里なかよし 

☎２８－８８１１ 

６月１２日（水）午前 10：30～11：30 

備え付けの質問用紙に、相談したい内容を記入

し、相談箱に投函してください。 

皆さんから寄せていただいた相談事について、

保健師や他のお母さんたちと情報交換をする

ことができる相談会です。 

 

 

 


