


５月
場　　　所 内　　　容　　『主催者団体』

1 木 10:00～11:30 支援センター　錦江保育園 園庭開放

10:00～15:00 西佐波保育園　支援センター室 製作あそび　　　　　　　　　 　　　　　　　『なかよしポケット』

2 金 10:00～15:00 小野保育園 園庭開放　　　　 　　　　　　　　　　  　　　『たけのこくらぶ』

10:00～15:00 西佐波保育園　支援センター室 リズムあそび　　　　　　　　　　　　 　　　『なかよしポケット』

7 水 　9:00～14:00 右田保育園 室内開放　　　　11:30～手遊び・絵本の読み聞かせ

（受付）9:30～10:30 保健センター 乳幼児相談

10:00～11:00 キッズステーション リトミック　　　　　 　　　　　　　　　　　『キッズステーション』

10:00～11:30 錦江第二  さくらんぼルーム 発育測定・木のおもちゃや積木で遊ぼう　　　　　子育てひろば『トトロ』

10:00～11:30 山口短期大学附属幼稚園 砂場であそぼう（汚れても良い服で）

10:00～15:00 小野保育園 園庭開放　　　　 　　　　　　　　　　  　　　『たけのこくらぶ』

10:00～15:00 西佐波保育園　支援センター室 育児座談会　　　　　　　　 　　　　　     『なかよしポケット』

ルルサス防府　２Ｆ ぽんぽこ広場

親子ふれあい広場 絵本の読み聞かせ等　　　　　　　　　　　　　　『ファミサポ』

8 木 　9:00～14:00 右田保育園 室内開放と園庭開放　　11:30～手遊び・絵本の読み聞かせ

10:00～11:30 支援センター　錦江保育園 園庭開放

10:00～15:00 西佐波保育園　支援センター室 クッキング　　　　　　　　　　　　　　　　　『なかよしポケット』

13:00～　　　 リトミック教室　　　　　　　　　　 　『子育てサロン陽だまり』

参加費：２００円（利用料含）

（佐波１－４－１） ＊要予約 ＴＥＬ ２３-９７１９ （携）０９０－７７７０－８３８１

9 金 10:00～12:00 右田幼稚園 戸外遊び・絵本

10:00～15:00 小野保育園 園庭開放　　　　 　　　　　　　　　　  　　　『たけのこくらぶ』

10:00～15:00 西佐波保育園　支援センター室 リズムあそび　　　　　　　　　　　　 　　　『なかよしポケット』

10 土 10:00～11:30 錦江第二　園庭 園庭開放　　　　　　　　　　　　　　　　子育てひろば『トトロ』

10:00～11:30 支援センター　錦江保育園 トイライブラリー

10:00～15:00 西佐波保育園　支援センター室 園庭開放　　　　　　　　　　　　　　　　 　『なかよしポケット』

15:30～16:15 防府図書館 ストーリーテリング　　 　『森のくまさん　昔話を楽しむ会』

12 月 （受付）9:30～10:30 保健センター 乳幼児相談

10:00～15:00 西佐波保育園　支援センター室 園庭開放　　　　　　　　　　　　　　　　 　『なかよしポケット』

10:00～15:00 小野保育園 園庭開放　　　　 　　　　　　　　　　  　　　『たけのこくらぶ』

13 火 　9:00～14:00 右田保育園 室内開放　　　　11:30～手遊び・絵本の読み聞かせ

（受付）9:30～10:30 保健センター 乳幼児相談

10:00～11:30 錦江第二　園庭 園庭開放　　　　　　　　　　　　　　　　子育てひろば『トトロ』

10:00～11:30 瑞祥幼稚園　お遊戯室 旗づくりをしよう　　　　　　　　　　　　　 　　『にこにこクラス』

絵本の読み聞かせ・自由遊び　　　　 　

＊富海地域のみ　　　　　　　　　　　　　　『よちよちクラブ』

10:00～15:00 西佐波保育園　支援センター室 身体測定　　　　　　　　　　　　 　　　　　『なかよしポケット』

14 水 　9:00～14:00 右田保育園 室内開放　　　　11:30～手遊び・絵本の読み聞かせ

10:00～11:30 錦江第二  さくらんぼルーム 手遊び・リズム遊び・わらべうた 　　子育てひろば『トトロ』

10:00～11:30 山口短期大学附属幼稚園 わらべうたとおやこあそび

10:00～11:30 瑞祥幼稚園　お遊戯室 旗づくりをしよう　　　　　　　　　　　　　 　　『にこにこクラス』

10:00～15:00 小野保育園 園庭開放　　　　 　　　　　　　　　　  　　　『たけのこくらぶ』

10:00～15:00 西佐波保育園　支援センター室 誕生会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『なかよしポケット』

＊対象は市内全域の未就園児とその家族ですが、地域限定の団体もあります。

日　　　　時

11:00～11:30

10:00～12:00 富海公民館　和室

子育てサロン陽だまり
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　　　　　　　　　　　　　５月
場　　　所 内　　　容　　『主催者団体』

14 水 10:30～11:15 防府図書館 絵本・紙芝居の読み聞かせ　　　　　　『おはなしでんしゃ』

子育てサロン

シルバー人材センター１階

ルルサス防府　２Ｆ ぽんぽこ広場

親子ふれあい広場 絵本の読み聞かせ等　　　　　　　　　　　　　　『ファミサポ』

14:45～15:45 防府総合支援学校 集団での遊びと個別での学習　　　　　『すまいるルーム』

15 木 　9:00～14:00 右田保育園 室内開放と園庭開放　　11:30～手遊び・絵本の読み聞かせ

10:00～11:30 支援センター　錦江保育園 園庭開放

ルルサス防府　２Ｆ 会員講習会　「子どもの年齢に応じた遊び」

研修室２ 「子どもの心の発達過程と保育者の関わり」 『ファミサポ』

10:00～15:00 西佐波保育園　支援センター室 製作あそび　　　　　　　　　 　　　　　　　『なかよしポケット』

10:30～　　　 ベビーマッサージ　　　　　　　　　 『子育てサロン陽だまり』

14:00～　　　 ＊要予約 ＴＥＬ ２３－９７１９ （携）０９０－７７７０－８３８１

（佐波１－４－１） 持参物：バスタオルｏｒブランケット・水分補給・着替え・１１００円（利用料含）

14:45～15:45 防府総合支援学校 集団での遊びと個別での学習　　　  　『すまいるルーム』

16 金 10:00～12:00 身体障害者福祉センター 親の情報交換　　　　　　　　　　　　　　　　『アップルクラブ』

ルルサス防府　２Ｆ 会員講習会　「障害のある子どもとの関わり方について」

研修室２ 「病児・病後児預かり活動のための研修」　　『ファミサポ』

10:00～15:00 西佐波保育園　支援センター室 リズムあそび　　　　　　　　　　　　 　　　『なかよしポケット』

10:00～15:00 小野保育園 園庭開放　　　　 　　　　　　　　　　  　　　『たけのこくらぶ』

17 土 10:00～11:30 錦江第二　園庭 園庭開放　　　　　　　　　　　　　　　　子育てひろば『トトロ』

10:00～11:30 支援センター　錦江保育園 トイライブラリー

19 月 ふたごちゃん親子の集まり　　　『きらきらビーンズクラブ』

　　　　　　　　　　 問合：保健センター　ＴＥＬ　２４－２１６１

10:00～15:00 西佐波保育園　支援センター室 育児座談会　　　　　　　　　　　　　　    『なかよしポケット』

10:00～15:00 小野保育園 園庭開放　　　　 　　　　　　　　　　  　　　『たけのこくらぶ』

ＮＩＣＵ（新生児集中治療室）・ＧＣＵを経験されたお子様とご家族の

育児サークル。参加費１００円（お茶・お菓子代込）

＊お子様に必要なミルクやお茶を持参下さい。　　　『のほほんＫＩＤＳ』

20 火 　9:00～14:00 右田保育園 室内開放　　　　11:30～手遊び・絵本の読み聞かせ

10:00～11:30 錦江第二　園庭 園庭開放　　　　　　　　　　　　　　　　子育てひろば『トトロ』

10:00～15:00 西佐波保育園　支援センター室 絵本の読み聞かせ　　　　　　　　　　 　『なかよしポケット』

21 水 　9:00～14:00 右田保育園 室内開放　　　　11:30～手遊び・絵本の読み聞かせ

10:00～11:30 錦江第二  さくらんぼルーム お話会・親子ふれあい遊び　　　 　 子育てひろば『トトロ』

10:00～15:00 小野保育園 園庭開放　　　　 　　　　　　　　　　  　　　『たけのこくらぶ』

10:00～15:00 西佐波保育園　支援センター室 リズムあそび　　　　　　　　　　　　 　　　『なかよしポケット』

ルルサス防府　２Ｆ ぽんぽこ広場

親子ふれあい広場 絵本の読み聞かせ等　　　　　　　　　　　　　　『ファミサポ』

22 木 　9:00～14:00 右田保育園 室内開放と園庭開放　　11:30～手遊び・絵本の読み聞かせ

10:00～11:30 支援センター　錦江保育園 園庭開放

10:00～15:00 西佐波保育園　支援センター室 製作あそび　　　　　　　　　 　　　　　　　『なかよしポケット』

10:00～11:30 支援センター　錦江保育園

11:00～11:30

11:00～11:30

日　　　　時

編物（おさかな型エコタワシ）　　　  　　　10:30～15:30

子育てサロン陽だまり

10:00～15:00

10:30～12:00 保健センター

10:00～15:00
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　　　　　　　　　　　　　５月
場　　　所 内　　　容　　『主催者団体』

23 金 10:00～12:00 右田幼稚園 戸外遊び・紙芝居

10:00～15:00 小野保育園 園庭開放　　　　 　　　　　　　　　　  　　　『たけのこくらぶ』

10:00～15:00 西佐波保育園　支援センター室 ベビーマッサージ　　　　　　　　　　　　　『なかよしポケット』

ルルサス防府　２Ｆ あつまれ！わくわく広場

親子ふれあい広場 「おはなしライブ親子あそび」　　　　　　　『さぽーとねっと』

地域交流スペース“眞”

（防府海北園）

24 土 10:00～11:30 錦江第二　園庭 園庭開放　　　　　　　　　　　　　　　　子育てひろば『トトロ』

10:00～11:30 支援センター　錦江保育園 トイライブラリー

10:00～11:30 瑞祥幼稚園　運動場 にこにこミニ運動会　　　　　　　　　　　　『にこにこクラス』

10:00～15:00 西佐波保育園　支援センター室 園庭開放　　　　　　　　　　　　　　　　 　『なかよしポケット』

15:30～16:15 防府図書館 絵本・紙芝居の読み聞かせ　『森のくまさん　おはなし会』

26 月 10:00～15:00 小野保育園 園庭開放　　　　 　　　　　　　　　　  　　　『たけのこくらぶ』

10:00～15:00 西佐波保育園　支援センター室 育児座談会　　　　　　　　　　　　　　     『なかよしポケット』

27 火 　9:00～14:00 右田保育園 室内開放　　　　11:30～手遊び・絵本の読み聞かせ

10:00～11:30 錦江第二　園庭 園庭開放　　　　　　　　　　　　　　　　子育てひろば『トトロ』

10:00～11:30 瑞祥幼稚園　お遊戯室 カレンダー作り　 　　　　　　　　　　　　　　『にこにこクラス』

10:00～15:00 西佐波保育園　支援センター室 絵本の読み聞かせ　　　　　　　　　 　　『なかよしポケット』

牟礼公民館 絵本の読み聞かせ・紙芝居・パネルシアター・手遊び・

※材料費　要１００円 季節の工作・親子で一緒にふれあおう！　『かすが文庫』

28 水 　9:00～14:00 右田保育園 室内開放　「水曜日の講習会」

10:00～11:00 キッズステーション 英語であそぼう　　　　　　　　　 　　　『キッズステーション』

10:00～11:30 錦江第二  さくらんぼルーム 作ってあそぼう　　　　　　　　　　 　 　子育てひろば『トトロ』

10:00～11:30 瑞祥幼稚園　お遊戯室 カレンダー作り　　 　　　　　　　　　　　　　『にこにこクラス』

10:30～11:30　

絵本についての講演「子どもと絵本」,　試食会

＊要予約　ＴＥＬ　２３－５５３８　 　 　　『なかよしポケット』

10:00～15:00 小野保育園 園庭開放　　　　 　　　　　　　　　　  　　　『たけのこくらぶ』

10:30～11:15 防府図書館 絵本・紙芝居の読み聞かせ　　　　　　『おはなしでんしゃ』

ルルサス防府　２Ｆ ぽんぽこ広場

親子ふれあい広場 絵本の読み聞かせ等　　　　　　　　　　　　　　『ファミサポ』

29 木 　9:00～14:00 右田保育園 室内開放と園庭開放　＊身体測定　＊誕生会

10:00～11:30 支援センター　錦江保育園 園庭開放

10:00～15:00 西佐波保育園　支援センター室 製作あそび　　　　　　　　　 　　　　　　　『なかよしポケット』

30 金 10:00～15:00 小野保育園 園庭開放　　＊誕生会　　　  　　　  　　　『たけのこくらぶ』

10:00～15:00 徳地青少年自然の家 森へいこう！＊要予約　ＴＥＬ２３－５５３８　『なかよしポケット』

31 土 10:00～11:30 支援センター　錦江保育園 トイライブラリー

＊登録制のため、会員のみの参加です。

11:00～12:00 リトミック　　　　　　　　　　『子ども家庭支援センター海北』

10:30～11:30

10:00～15:00 西佐波保育園　支援センター室

10:30～12:00

日　　　　時

☆右田保育園　『ぴょんぴょんクラブ』の活動日は、１／１８（土）10:00～11:30です。

☆ほうふ子育て支援センター（錦江保育園）『ちびっこサロンひよこ』は、会員のみの参加です。

11:00～11:30
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６月
場　　　所 内　　　容　　『主催者団体』

2 月 10:00～11:00 キッズステーション リトミック　　　　　 　　　　　　　　　　　『キッズステーション』

10:00～15:00 小野保育園 園庭開放　　　　 　　　　　　　　　　  　　　『たけのこくらぶ』

10:00～15:00 西佐波保育園　支援センター室 身体測定　　　　　　　　　　　　 　　　　　『なかよしポケット』

3 火 　9:00～14:00 右田保育園 室内開放　　　　11:30～手遊び・絵本の読み聞かせ

（受付）9:30～10:30 保健センター 乳幼児相談

10:00～11:30 錦江第二　園庭 園庭開放　　　　　　　　　　　　　　　　子育てひろば『トトロ』

10:00～15:00 西佐波保育園　支援センター室 絵本の読み聞かせ　　　　　　　　　　 　『なかよしポケット』

4 水 　9:00～14:00 右田保育園 室内開放　　　　11:30～手遊び・絵本の読み聞かせ

10:00～11:30 山口短期大学附属幼稚園 マットであそぼう

10:00～11:30 錦江第二  さくらんぼルーム 発育測定・木のおもちゃや積木で遊ぼう　　　　　子育てひろば『トトロ』

10:00～15:00 小野保育園 園庭開放　　　　 　　　　　　　　　　  　　　『たけのこくらぶ』

10:00～15:00 西佐波保育園　支援センター室 育児座談会　　　　　　　　　　　　　　    『なかよしポケット』

ルルサス防府　２Ｆ ぽんぽこ広場

親子ふれあい広場 絵本の読み聞かせ等　　　　　　　　　　　　　　『ファミサポ』

5 木 　9:00～14:00 右田保育園 室内開放と園庭開放　　11:30～手遊び・絵本の読み聞かせ

10:00～11:30 支援センター　錦江保育園 園庭開放

10:00～15:00 西佐波保育園　支援センター室 製作あそび　　　　　　　　　 　　　　　　　『なかよしポケット』

6 金 10:00～15:00 小野保育園 園庭開放　　　　 　　　　　　　　　　  　　　『たけのこくらぶ』

10:00～15:00 西佐波保育園　支援センター室 リズムあそび　　　　　　　　　　　　 　　　『なかよしポケット』

10:30～11:15 防府図書館 手遊び・わらべ歌・絵本の読み聞かせ　 『なかよしくらぶ』

7 土 10:00～11:30 錦江第二　園庭 園庭開放　　　　　　　　　　　　　　　　子育てひろば『トトロ』

10:00～11:30 支援センター　錦江保育園 トイライブラリー

8 日 オープンルーム　＊日程変更の可能性ありお問合せ下さい。

ＴＥＬ　２５－８２８０　　　　　　　　   　『キッズステーション』

10:00～15:00 防府図書館 子ども読書フェスティバル

9 月 10:00～15:00 小野保育園 園庭開放　　　　 　　　　　　　　　　  　　　『たけのこくらぶ』

10:00～15:00 西佐波保育園　支援センター室 園庭開放　　　　　　　　　　　　　　　　 　『なかよしポケット』

ＮＩＣＵ（新生児集中治療室）・ＧＣＵを経験されたお子様とご家族の

育児サークル。参加費１００円（お茶・お菓子代込）

＊お子様に必要なミルクやお茶を持参下さい。　　　『のほほんＫＩＤＳ』

10 火 　9:00～14:00 右田保育園 室内開放　　　　11:30～手遊び・絵本の読み聞かせ

（受付）9:30～10:30 保健センター 乳幼児相談

10:00～11:30 錦江第二　園庭 園庭開放　　　　　　　　　　　　　　　　子育てひろば『トトロ』

10:00～11:30 瑞祥幼稚園　お遊戯室 梅雨の季節を体で感じよう　　　　　　　 　『にこにこクラス』

絵本の読み聞かせ・自由遊び　　　　 　

＊富海地域のみ　　　　　　　　　　　　　　『よちよちクラブ』

10:00～15:00 西佐波保育園　支援センター室 絵本の読み聞かせ　　　　　　　　　　 　『なかよしポケット』

11 水 　9:00～14:00 右田保育園 室内開放　　　　11:30～手遊び・絵本の読み聞かせ

（受付）9:30～10:30 保健センター 乳幼児相談

10:00～11:30 錦江第二  さくらんぼルーム 手遊び・リズム遊び・わらべうた 　　子育てひろば『トトロ』

10:00～12:00 富海公民館　和室

日　　　　時

＊対象は市内全域の未就園児とその家族ですが、地域限定の団体もあります。

10:30～12:00

キッズステーション10:00～11:00

保健センター

11:00～11:30

4 



　　　　　　    ６月
場　　　所 内　　　容　　『主催者団体』

11 水 10:00～11:30 瑞祥幼稚園　お遊戯室 梅雨の季節を体で感じよう　　　　　　　 　『にこにこクラス』

10:00～15:00 西佐波保育園　支援センター室 誕生会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『なかよしポケット』

10:00～15:00 小野保育園 園庭開放　　　　 　　　　　　　　　　  　　　『たけのこくらぶ』

10:30～11:15 防府図書館 絵本・紙芝居の読み聞かせ　　　　　　『おはなしでんしゃ』

子育てサロン

シルバー人材センター１階

ルルサス防府　２Ｆ ぽんぽこ広場

親子ふれあい広場 絵本の読み聞かせ等　　　　　　　　　　　　　　『ファミサポ』

14:45～15:45 防府総合支援学校 集団での遊びと個別での学習　　　  　『すまいるルーム』

12 木 マタニティトーキング（妊婦さんの交流会）

＊要予約　　　　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ　２４－２１６１

　9:00～14:00 右田保育園 室内開放と園庭開放　　11:30～手遊び・絵本の読み聞かせ

10:00～11:30 支援センター　錦江保育園 園庭開放

10:00～15:00 西佐波保育園　支援センター室 製作あそび　　　　　　　　　 　　　　　　　『なかよしポケット』

13:00～　　　 リトミック教室　　　　　　　　　　 　『子育てサロン陽だまり』

参加費：２００円（利用料含）

（佐波１－４－１） ＊要予約 ＴＥＬ ２３-９７１９ （携）０９０－７７７０－８３８１

14:45～15:45 防府総合支援学校 集団での遊びと個別での学習　　　　　『すまいるルーム』

13 金 10:00～12:00 右田幼稚園 交通指導・紙芝居

10:00～15:00 小野保育園 園庭開放　　　　 　　　　　　　　　　  　　　『たけのこくらぶ』

10:00～15:00 西佐波保育園　支援センター室 リズムあそび　　　　　　　　　　　　 　　　『なかよしポケット』

14 土 10:00～11:30 錦江第二　園庭 園庭開放　　　　　　　　　　　　　　　　子育てひろば『トトロ』

10:00～11:30 支援センター　錦江保育園 トイライブラリー

10:00～15:00 西佐波保育園　支援センター室 園庭開放　　　　　　　　　　　　　　　　 　『なかよしポケット』

15:30～16:15 防府図書館 ストーリーテリング　　 　『森のくまさん　昔話を楽しむ会』

16 月 ふたごちゃん親子の集まり　　　『きらきらビーンズクラブ』

　　　　　　　　　　　問合：保健センター　ＴＥＬ　２４－２１６１

10:00～15:00 小野保育園 園庭開放　　　　 　　　　　　　　　　  　　　『たけのこくらぶ』

10:00～15:00 西佐波保育園　支援センター室 園庭開放　　　　　　　　　　　　　　　　 　『なかよしポケット』

17 火 　9:00～14:00 右田保育園 室内開放　　　　11:30～手遊び・絵本の読み聞かせ

10:00～11:30 錦江第二　園庭 園庭開放　　　　　　　　　　　　　　　　子育てひろば『トトロ』

10:00～15:00 西佐波保育園　支援センター室 絵本の読み聞かせ　　　　　　　　　　 　『なかよしポケット』

18 水 　9:00～14:00 右田保育園 室内開放　「水曜日の講習会」

10:00～11:30 錦江第二  さくらんぼルーム お話会・親子ふれあい遊び　　　 　 子育てひろば『トトロ』

10:00～11:30 山口短期大学附属幼稚園 みそづくり

10:00～15:00 小野保育園 園庭開放　　　　 　　　　　　　　　　  　　　『たけのこくらぶ』

10:00～15:00 西佐波保育園　支援センター室 育児座談会　　　　　　　　　　　　　　    『なかよしポケット』

ルルサス防府　２Ｆ ぽんぽこ広場

親子ふれあい広場 絵本の読み聞かせ等　　　　　　　　　　　　　　『ファミサポ』

19 木 　9:00～14:00 右田保育園 室内開放と園庭開放　　11:30～手遊び・絵本の読み聞かせ

10:00～11:30 支援センター　錦江保育園 園庭開放

10:00～11:30 支援センター　錦江保育園

　9:00～11:30 保健センター

11:00～11:30

編物（動物型エコタワシ）　　　  　　　　

日　　　　時

11:00～11:30

10:30～15:30

子育てサロン陽だまり

5 



　　　　　　    ６月
場　　　所 内　　　容　　『主催者団体』

19 木 10:00～15:00 西佐波保育園　支援センター室 製作あそび　　　　　　　　　 　　　　　　　『なかよしポケット』

10:30～　　　 ベビーマッサージ　　　　　　　　　 『子育てサロン陽だまり』

14:00～　　　 ＊要予約 ＴＥＬ ２３－９７１９ （携）０９０－７７７０－８３８１

（佐波１－４－１） 持参物：バスタオルｏｒブランケット・水分補給・着替え・１１００円（利用料含）

ルルサス防府　２Ｆ ラ♡クーンカフェ

フードスタジオ （ママ友づくりや気軽に集える場所）　 　　　　『ファミサポ』

20 金 10:00～12:00 身体障害者福祉センター 親の情報交換　　　　　　　　　　　　　　　　『アップルクラブ』

10:00～15:00 小野保育園 園庭開放　　　　 　　　　　　　　　　  　　　『たけのこくらぶ』

10:00～15:00 西佐波保育園　支援センター室 リズムあそび　　　　　　　　　　　　 　　　『なかよしポケット』

21 土 10:00～11:30 錦江第二　園庭 園庭開放　　　　　　　　　　　　　　　　子育てひろば『トトロ』

10:00～11:30 支援センター　錦江保育園 トイライブラリー

10:00～15:00 西佐波保育園　支援センター室 園庭開放　　　　　　　　　　　　　　　　 　『なかよしポケット』

23 月 10:00～15:00 小野保育園 園庭開放　　　　 　　　　　　　　　　  　　　『たけのこくらぶ』

10:00～15:00 西佐波保育園　支援センター室 園庭開放　　　　　　　　　　　　　　　　 　『なかよしポケット』

ルルサス防府　２Ｆ ふれあい活動

会議室 「かわいいブローチを作ろう」　　　　『陽だまりネット防府』

24 火 　9:00～14:00 右田保育園 室内開放　　　　11:30～手遊び・絵本の読み聞かせ

10:00～11:30 錦江第二　園庭 園庭開放　　　　　　　　　　　　　　　　子育てひろば『トトロ』

10:00～11:30 瑞祥幼稚園　運動場 園内見学　　　　　　　　　　　　　　　　 　　『にこにこクラス』

10:00～15:00 西佐波保育園　支援センター室 絵本の読み聞かせ　　　　　　　　　　 　『なかよしポケット』

牟礼公民館 絵本の読み聞かせ・紙芝居・パネルシアター・手遊び・

※材料費　要１００円 季節の工作・親子で一緒にふれあおう！　『かすが文庫』

25 水 　9:00～14:00 右田保育園 室内開放　　　　11:30～手遊び・絵本の読み聞かせ

10:00～11:00 キッズステーション 英語であそぼう　　　　　　　　　 　　　『キッズステーション』

10:00～11:30 錦江第二  さくらんぼルーム 作ってあそぼう　　　　　　　　　　 　 　子育てひろば『トトロ』

10:00～11:30 瑞祥幼稚園　お遊戯室 園内見学　　　　　　　　　　　　　　　　 　　『にこにこクラス』

10:00～15:00 小野保育園 園庭開放　　　　 　　　　　　　　　　  　　　『たけのこくらぶ』

10:00～15:00 西佐波保育園　支援センター室 育児座談会・試食会　　　　　　　　　　　『なかよしポケット』

10:30～11:15 防府図書館 絵本・紙芝居の読み聞かせ　　　　　　『おはなしでんしゃ』

ルルサス防府　２Ｆ ぽんぽこ広場

親子ふれあい広場 絵本の読み聞かせ等　　　　　　　　　　　　　　『ファミサポ』

26 木 　9:00～14:00 右田保育園 室内開放と園庭開放　＊身体測定　＊誕生会

10:00～11:30 支援センター　錦江保育園 園庭開放

10:00～15:00 西佐波保育園　支援センター室 製作あそび　　　　　　　　　 　　　　　　　『なかよしポケット』

27 金 10:00～12:00 右田幼稚園 七夕飾り・ペープサート

10:00～15:00 小野保育園 園庭開放　　　　 　　　　　　　　　　  　　　『たけのこくらぶ』

10:00～15:00 西佐波保育園　支援センター室 リズムあそび　　　　　　　　　　　　 　　　『なかよしポケット』

ルルサス防府　２Ｆ あつまれ！わくわく広場　　　　　　　　　　　

親子ふれあい広場 「親子ふれあいあそび」　　　  　　　　   　『さぽーとねっと』

28 土 10:00～11:30 支援センター　錦江保育園 トイライブラリー

15:30～16:15 防府図書館 絵本・紙芝居の読み聞かせ　『森のくまさん　おはなし会』

子育てサロン陽だまり

10:30～11:30

日　　　　時

14:00～15:30

11:00～11:30

11:00～12:00

10:30～12:00

6 



　　　　　　    ６月
場　　　所 内　　　容　　『主催者団体』

30 月 10:00～15:00 小野保育園 園庭開放　　＊誕生会　　　　　　　  　　　『たけのこくらぶ』

10:00～15:00 西佐波保育園　支援センター室 園庭開放　　　　　　　　　　　　 　　　　　『なかよしポケット』

７月
場　　　所 内　　　容　　『主催者団体』

1 火 　9:00～14:00 右田保育園 室内開放　　　　11:30～手遊び・絵本の読み聞かせ

（受付）9:30～10:30 保健センター 乳幼児相談

10:00～11:30 錦江第二　園庭 園庭開放　　　　　　　　　　　　　　　　子育てひろば『トトロ』

10:00～11:30 瑞祥幼稚園　お遊戯室 七夕制作　　　　　　　　　　　　　　　　　 　『にこにこクラス』

10:00～15:00 西佐波保育園　支援センター室 絵本の読み聞かせ　　　　　　　　　　 　『なかよしポケット』

2 水 　9:00～14:00 右田保育園 室内開放　　　　11:30～手遊び・絵本の読み聞かせ

10:00～11:30 錦江第二  さくらんぼルーム 発育測定・木のおもちゃや積木で遊ぼう　　　　　子育てひろば『トトロ』

10:00～11:30 山口短期大学附属幼稚園 七夕会　　　　　　　　　　　＊要予約　　ＴＥＬ　３２－１９０３

10:00～11:30 瑞祥幼稚園　お遊戯室 七夕制作　　　　　　　　　　　　　　　　　 　『にこにこクラス』

10:00～15:00 西佐波保育園　支援センター室 育児座談会　　　　　　　　　　　　　　     『なかよしポケット』

10:00～15:00 小野保育園 園庭開放　　　　 　　　　　　　　　　  　　　『たけのこくらぶ』

3 木 　9:00～14:00 右田保育園 室内開放と園庭開放　　11:30～手遊び・絵本の読み聞かせ

10:00～11:30 支援センター　錦江保育園 園庭開放

10:00～15:00 西佐波保育園　支援センター室 製作あそび　　　　　　　　　　　　　　　　 『なかよしポケット』

ルルサス防府　２Ｆ ぽんぽこ広場

親子ふれあい広場 絵本の読み聞かせ等　　　　　　　　　　　　　　『ファミサポ』

4 金 10:00～15:00 小野保育園 園庭開放　　　　 　　　　　　　　　　  　　　『たけのこくらぶ』

10:00～15:00 西佐波保育園　支援センター室 リズムあそび　　　　　　　　　　　　　　 　『なかよしポケット』

10:30～11:15 防府図書館 手遊び・わらべ歌・絵本の読み聞かせ　 『なかよしくらぶ』

5 土 10:00～11:30 錦江第二　園庭 園庭開放　　　　　　　　　　　　　　　　子育てひろば『トトロ』

10:00～11:30 支援センター　錦江保育園 トイライブラリー

7 月 10:00～15:00 小野保育園 園庭開放　　　　 　　　　　　　　　　  　　　『たけのこくらぶ』

10:00～15:00 西佐波保育園　支援センター室 身体測定　　　　　　　　　　　　　　 　　　『なかよしポケット』

8 火 　9:00～14:00 右田保育園 室内開放　　　　11:30～手遊び・絵本の読み聞かせ

（受付）9:30～10:30 保健センター 乳幼児相談

10:00～11:30 錦江第二　園庭 園庭開放　　　　　　　　　　　　　　　　子育てひろば『トトロ』

絵本の読み聞かせ・自由遊び　　　　 　

＊富海地域のみ　　　　　　　　　　　　　　『よちよちクラブ』

10:00～15:00 西佐波保育園　支援センター室 水あそび　　　　　　　　　　　　　 　 　　　『なかよしポケット』

9 水 　9:00～14:00 右田保育園 室内開放　　　　11:30～手遊び・絵本の読み聞かせ

10:00～12:00 富海公民館　和室

＊対象は市内全域の未就園児とその家族ですが、地域限定の団体もあります。

＊登録制のため、会員のみの参加です。

☆防府海北園　地域交流スペース“眞”　（日にち未定）10:00～11:30　子育て講座　詳細はお問合せ下さい。

☆右田保育園　『ぴょんぴょんクラブ』の活動日は、２／１５（土）10:00～11:30です。

　　　日　　　　時

日　　　　時

11:00～11:30

☆ほうふ子育て支援センター（錦江保育園）『ちびっこサロンひよこ』は、会員のみの参加です。

7 



　　　　　　　   ７月
場　　　所 内　　　容　　『主催者団体』

9 水 （受付）9:30～10:30 保健センター 乳幼児相談

10:00～11:30 錦江第二  さくらんぼルーム 手遊び・リズム遊び・わらべうた 　　子育てひろば『トトロ』

10:00～15:00 小野保育園 園庭開放　　　　 　　　　　　　　　　  　　　『たけのこくらぶ』

10:00～15:00 西佐波保育園　支援センター室 誕生会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『なかよしポケット』

10:30～11:15 防府図書館 絵本・紙芝居の読み聞かせ　　　　　　『おはなしでんしゃ』

子育てサロン

シルバー人材センター１階

ルルサス防府　２Ｆ ぽんぽこ広場

親子ふれあい広場 絵本の読み聞かせ等　　　　　　　　　　　　　　『ファミサポ』

14:45～15:45 防府総合支援学校 集団での遊びと個別での学習　　 　 　『すまいるルーム』

10 木 　9:00～14:00 右田保育園 室内開放と園庭開放　　11:30～手遊び・絵本の読み聞かせ

10:00～11:30 支援センター　錦江保育園 園庭開放

10:00～15:00 西佐波保育園　支援センター室 水あそび　　　　　　　　　　　　　 　 　　　『なかよしポケット』

13:00～　　　 リトミック教室　　　　　　　　　　 　『子育てサロン陽だまり』

参加費：２００円（利用料含）

（佐波１－４－１） ＊要予約 ＴＥＬ ２３-９７１９ （携）０９０－７７７０－８３８１

14:45～15:45 防府総合支援学校 集団での遊びと個別での学習　　 　 　『すまいるルーム』

11 金 10:00～12:00 右田幼稚園 プール遊び・絵本

10:00～15:00 小野保育園 園庭開放　　　　 　　　　　　　　　　  　　　『たけのこくらぶ』

10:00～15:00 西佐波保育園　支援センター室 水あそび　　　　　　　　　　　　　 　 　　　『なかよしポケット』

12 土 10:00～11:30 錦江第二　園庭 園庭開放　　　　　　　　　　　　　　　　子育てひろば『トトロ』

10:00～11:30 支援センター　錦江保育園 トイライブラリー

10:00～15:00 西佐波保育園　支援センター室 園庭開放　　　　　　　　　　　　　 　　　　『なかよしポケット』

15:30～16:15 防府図書館 ストーリーテリング　　 　『森のくまさん　昔話を楽しむ会』

14 月 10:00～15:00 小野保育園 園庭開放　　　　 　　　　　　　　　　  　　　『たけのこくらぶ』

10:00～11:00 キッズステーション リトミック　　　　　 　　　　　　　　　　　『キッズステーション』

ふたごちゃん親子の集まり　　　『きらきらビーンズクラブ』

　　　　　　　　　　　問合：保健センター　ＴＥＬ　２４－２１６１

10:00～15:00 西佐波保育園　支援センター室 水あそび　　　　　　　　　　　　　 　 　　　『なかよしポケット』

ＮＩＣＵ（新生児集中治療室）・ＧＣＵを経験されたお子様とご家族の

育児サークル。参加費１００円（お茶・お菓子代込）

＊お子様に必要なミルクやお茶を持参下さい。　　　『のほほんＫＩＤＳ』

15 火 　9:00～14:00 右田保育園 室内開放　　　　11:30～手遊び・絵本の読み聞かせ

10:00～11:30 錦江第二　園庭 園庭開放　　　　　　　　　　　　　　　　子育てひろば『トトロ』

10:00～11:30 瑞祥幼稚園　運動場 プール遊び　　　　　　　　　　　　　　　    　『にこにこクラス』

10:00～15:00 西佐波保育園　支援センター室 水あそび　　　　　　　　　　　　　 　 　　　『なかよしポケット』

16 水 　9:00～14:00 右田保育園 室内開放　「水曜日の講習会」

10:00～11:30 錦江第二  さくらんぼルーム お話会・親子ふれあい遊び　　　 　 子育てひろば『トトロ』

10:00～11:30 瑞祥幼稚園　運動場 プール遊び　　　　　　　　　　　　　　　    　『にこにこクラス』

10:00～15:00 小野保育園 園庭開放　　　　 　　　　　　　　　　  　　　『たけのこくらぶ』

10:00～15:00 西佐波保育園　支援センター室 水あそび　　　　　　　　　　　　　 　 　　　『なかよしポケット』

　　　日　　　　時

編物（果物型エコタワシ）　　　  　　　　

11:00～11:30

10:30～15:30

10:00～11:30 支援センター　錦江保育園

10:30～12:00

子育てサロン陽だまり

保健センター
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　　　　　　　   ７月
場　　　所 内　　　容　　『主催者団体』

16 水 ルルサス防府　２Ｆ ぽんぽこ広場

親子ふれあい広場 絵本の読み聞かせ等　　　　　　　　　　　　　　『ファミサポ』

17 木 　9:00～14:00 右田保育園 室内開放と園庭開放　　11:30～手遊び・絵本の読み聞かせ

10:00～11:30 支援センター　錦江保育園 園庭開放

10:00～15:00 西佐波保育園　支援センター室 水あそび　　　　　　　　　　　　　 　 　　　『なかよしポケット』

10:30～　　　 ベビーマッサージ　　　　　　　　　 『子育てサロン陽だまり』

14:00～　　　 ＊要予約 ＴＥＬ ２３－９７１９ （携）０９０－７７７０－８３８１

（佐波１－４－１） 持参物：バスタオルｏｒブランケット・水分補給・着替え・１１００円（利用料含）

18 金 10:00～12:00 身体障害者福祉センター 親の情報交換　　　　　　　　　　　　　　　　『アップルクラブ』

10:00～15:00 小野保育園 園庭開放　　　　 　　　　　　　　　　  　　　『たけのこくらぶ』

10:00～15:00 西佐波保育園　支援センター室 水あそび　　　　　　　　　　　　　 　 　　　『なかよしポケット』

19 土 10:00～11:30 支援センター　錦江保育園 トイライブラリー

22 火 　9:00～14:00 右田保育園 室内開放　　　　11:30～手遊び・絵本の読み聞かせ

10:00～11:30 錦江第二　園庭 園庭開放　　　　　　　　　　　　　　　　子育てひろば『トトロ』

10:00～15:00 西佐波保育園　支援センター室 水あそび　　　　　　　　　　　　　 　 　　　『なかよしポケット』

牟礼公民館 絵本の読み聞かせ・紙芝居・パネルシアター・手遊び・

※材料費　要１００円 季節の工作・親子で一緒にふれあおう！　『かすが文庫』

23 水 　9:00～14:00 右田保育園 室内開放　　　　11:30～手遊び・絵本の読み聞かせ

　9:30～11:30 保健センター ゆっくり子育て学び塾　　　 ＊要予約　ＴＥＬ　２４－２１６１

10:00～11:00 キッズステーション 英語であそぼう　　　　　　　　　 　　　『キッズステーション』

10:00～11:30 錦江第二　園庭 プール遊び　持参物：水着・タオル　子育てひろば『トトロ』

10:00～15:00 小野保育園 園庭開放　　　　 　　　　　　　　　　  　　　『たけのこくらぶ』

10:00～15:00 西佐波保育園　支援センター室 水あそび　　　　　　　　　　　　　 　 　　　『なかよしポケット』

10:30～11:15 防府図書館 絵本・紙芝居の読み聞かせ　　　　　　『おはなしでんしゃ』

ルルサス防府　２Ｆ ぽんぽこ広場

親子ふれあい広場 絵本の読み聞かせ等　　　　　　　　　　　　　　『ファミサポ』

24 木 　9:00～14:00 右田保育園 室内開放と園庭開放　　11:30～手遊び・絵本の読み聞かせ

10:00～11:30 支援センター　錦江保育園 園庭開放

10:00～15:00 西佐波保育園　支援センター室 水あそび　　　　　　　　　　　　　 　 　　　『なかよしポケット』

14:00～15:00 防府総合支援学校 集団遊びと保護者会　　　　　　　　　　　『すまいるルーム』

25 金 10:00～15:00 小野保育園 園庭開放　　　　 　　　　　　　　　　  　　　『たけのこくらぶ』

10:00～15:00 西佐波保育園　支援センター室 水あそび　　　　　　　　　　　　　 　 　　　『なかよしポケット』

あつまれ！わくわく広場

「親子スキンシップ体操」　　　 　　　　　　『さぽーとねっと』

26 土 10:00～11:30 錦江第二　園庭 園庭開放　　　　　　　　　　　　　　　　子育てひろば『トトロ』

10:00～11:30 支援センター　錦江保育園 トイライブラリー

10:00～15:00 西佐波保育園　支援センター室 園庭開放　　　　　　　　　　　　　 　　　　『なかよしポケット』

15:30～16:15 防府図書館 絵本・紙芝居の読み聞かせ　『森のくまさん　おはなし会』

27 日 16:00～18:00 山口短期大学附属幼稚園 夏祭り

28 月 10:00～15:00 小野保育園 園庭開放　　　　 　　　　　　　　　　  　　　『たけのこくらぶ』

10:00～15:00 西佐波保育園　支援センター室 水あそび　　　　　　　　　　　　　 　 　　　『なかよしポケット』

子育てサロン陽だまり

アスピラート　展示ホール10:30～11:30

11:00～11:30

11:00～11:30

10:30～12:00

　　　日　　　　時
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　　　　　　　   ７月
場　　　所 内　　　容　　『主催者団体』

28 月 ルルサス防府　２Ｆ 学習活動

会議室 「山頭火の人間力」　　　　　　　　　　『陽だまりネット防府』

29 火 　9:00～14:00 右田保育園 室内開放　　　　11:30～手遊び・絵本の読み聞かせ

10:00～11:30 錦江第二　園庭 園庭開放　　　　　　　　　　　　　　　　子育てひろば『トトロ』

10:00～15:00 西佐波保育園　支援センター室 水あそび　　　　　　　　　　　　　 　 　　　『なかよしポケット』

30 水 　9:00～14:00 右田保育園 室内開放　　　　11:30～手遊び・絵本の読み聞かせ

　9:30～11:30 保健センター ゆっくり子育て学び塾　　　 ＊要予約　ＴＥＬ　２４－２１６１

10:00～11:30 錦江第二　園庭 プール遊び　持参物：水着・タオル　子育てひろば『トトロ』

10:00～15:00 西佐波保育園　支援センター室 水あそび　　　　　　　　　　　　　 　 　　　『なかよしポケット』

10:00～15:00 小野保育園 園庭開放　　＊誕生会　　　　　　　  　　　『たけのこくらぶ』

31 木 　9:00～14:00 右田保育園 室内開放と園庭開放　＊身体測定　＊誕生会

10:00～11:30 支援センター　錦江保育園 園庭開放

10:00～15:00 西佐波保育園　支援センター室 水あそび　　　　　　　　　　　　　 　 　　　『なかよしポケット』

８月
場　　　所 内　　　容　　『主催者団体』

1 金 10:00～15:00 小野保育園 園庭開放　　　　 　　　　　　　　　　  　　　『たけのこくらぶ』

10:00～15:00 西佐波保育園　支援センター室 水あそび　　　　　　　　　　　　　 　 　　　『なかよしポケット』

10:30～11:15 防府図書館 手遊び・わらべ歌・絵本の読み聞かせ　 『なかよしくらぶ』

2 土 10:00～11:30 錦江第二　園庭 園庭開放　　　　　　　　　　　　　　　　子育てひろば『トトロ』

10:00～11:30 支援センター　錦江保育園 トイライブラリー

10:00～15:00 西佐波保育園　支援センター室 園庭開放　　　　　　　　　　　　　 　　　　『なかよしポケット』

4 月 10:00～11:00 キッズステーション リトミック　　　　　 　　　　　　　　　　　『キッズステーション』

10:00～15:00 西佐波保育園　支援センター室 身体測定　　　　　　　　　　　　　　　 　　『なかよしポケット』

10:00～15:00 小野保育園 園庭開放　　　　 　　　　　　　　　　  　　　『たけのこくらぶ』

5 火 　9:00～14:00 右田保育園 室内開放　　　　11:30～手遊び・絵本の読み聞かせ

（受付）9:30～10:30 保健センター 乳幼児相談

10:00～11:30 錦江第二　園庭 園庭開放　　　　　　　　　　　　　　　　子育てひろば『トトロ』

10:00～15:00 西佐波保育園　支援センター室 水あそび　　　　　　　　　　　　　 　 　　　『なかよしポケット』

6 水 　9:00～14:00 右田保育園 室内開放　　　　11:30～手遊び・絵本の読み聞かせ

（受付）9:30～10:30 保健センター 乳幼児相談

10:00～11:30 錦江第二　園庭 プール遊び　持参物：水着・タオル　子育てひろば『トトロ』

10:00～11:30 山口短期大学附属幼稚園 プール遊び　持参物：水着・タオル・着替え等

10:00～15:00 小野保育園 園庭開放　　　　 　　　　　　　　　　  　　　『たけのこくらぶ』

14:00～15:30

　　　日　　　　時

＊対象は市内全域の未就園児とその家族ですが、地域限定の団体もあります。

日　　　　時

☆防府海北園　地域交流スペース“眞”　（日にち未定）11:00～12:00　リトミック　詳細はお問合せ下さい。

　☆かすが文庫「のりのりサマー」　７月ｏｒ８月　いずれか日時未定　　

　☆ほうふ子育て支援センター（錦江保育園）『ちびっこサロンひよこ』は、会員のみの参加です。

　☆右田保育園『ぴょんぴょんクラブ』は、会員のみの参加です。
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　　　　　　　　　８月
場　　　所 内　　　容　　『主催者団体』

6 水 10:00～15:00 西佐波保育園　支援センター室 水あそび　　　　　　　　　　　　　 　 　　　『なかよしポケット』

ルルサス防府　２Ｆ ぽんぽこ広場

親子ふれあい広場 絵本の読み聞かせ等　　　　　　　　　　　　　　『ファミサポ』

7 木 　9:00～14:00 右田保育園 室内開放と園庭開放　　11:30～手遊び・絵本の読み聞かせ

10:00～11:30 支援センター　錦江保育園 園庭開放

10:00～15:00 西佐波保育園　支援センター室 水あそび　　　　　　　　　　　　　 　 　　　『なかよしポケット』

13:00～　　　 リトミック教室　　　　　　　　　　 　『子育てサロン陽だまり』

参加費：２００円（利用料含）

（佐波１－４－１） ＊要予約 ＴＥＬ ２３-９７１９ （携）０９０－７７７０－８３８１

8 金 10:00～15:00 西佐波保育園　支援センター室 水あそび　　　　　　　　　　　　　 　 　　　『なかよしポケット』

10:00～15:00 小野保育園 園庭開放　　　　 　　　　　　　　　　  　　　『たけのこくらぶ』

9 土 10:00～11:30 錦江第二　園庭 園庭開放　　　　　　　　　　　　　　　　子育てひろば『トトロ』

10:00～11:30 支援センター　錦江保育園 トイライブラリー

10:00～15:00 西佐波保育園　支援センター室 園庭開放　　　　　　　　　　　　　 　　　　『なかよしポケット』

15:30～16:15 防府図書館 ストーリーテリング　　 　『森のくまさん　昔話を楽しむ会』

17:00～　　　 向島保育園 盆踊り大会

11 月 10:00～15:00 小野保育園 園庭開放　　　　 　　　　　　　　　　  　　　『たけのこくらぶ』

10:00～15:00 西佐波保育園　支援センター室 水あそび　　　　　　　　　　　　　 　 　　　『なかよしポケット』

12 火 （受付）9:30～10:30 保健センター 乳幼児相談

絵本の読み聞かせ・自由遊び　　　　 　

＊富海地域のみ　　　　　　　　　　　　　　『よちよちクラブ』

10:00～15:00 西佐波保育園　支援センター室 水あそび　　　　　　　　　　　　　 　 　　　『なかよしポケット』

13 水 10:00～15:00 小野保育園 園庭開放　　　　 　　　　　　　　　　  　　　『たけのこくらぶ』

15 金 10:00～15:00 小野保育園 園庭開放　　　　 　　　　　　　　　　  　　　『たけのこくらぶ』

18 月 ふたごちゃん親子の集まり　　　『きらきらビーンズクラブ』

　　　　　　　　　　　問合：保健センター　ＴＥＬ　２４－２１６１

10:00～15:00 西佐波保育園　支援センター室 水あそび　　　　　　　　　　　　　 　 　　　『なかよしポケット』

10:00～15:00 小野保育園 園庭開放　　　　 　　　　　　　　　　  　　　『たけのこくらぶ』

19 火 　9:00～14:00 右田保育園 室内開放　　　　11:30～手遊び・絵本の読み聞かせ

10:00～11:30 錦江第二　園庭 園庭開放　　　　　　　　　　　　　　　　子育てひろば『トトロ』

10:00～15:00 西佐波保育園　支援センター室 水あそび　　　　　　　　　　　　　 　 　　　『なかよしポケット』

20 水 　9:00～14:00 右田保育園 室内開放　　「水曜日の講習会」

10:00～11:30 錦江第二　園庭 どろんこ遊び 持参物：水着・タオル 子育てひろば『トトロ』

10:00～15:00 西佐波保育園　支援センター室 誕生会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『なかよしポケット』

10:00～15:00 小野保育園 園庭開放　　　　 　　　　　　　　　　  　　　『たけのこくらぶ』

ルルサス防府　２Ｆ ぽんぽこ広場

親子ふれあい広場 絵本の読み聞かせ等　　　　　　　　　　　　　　『ファミサポ』

日　　　　時

10:00～12:00 富海公民館　和室

子育てサロン陽だまり

☆防府海北園　地域交流スペース“眞”　（日にち未定）10:00～11:30　子育て講座　詳細はお問合せ下さい。

支援センター　錦江保育園10:00～11:30

11:00～11:30

11:00～11:30
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　　　　　　　　　８月
場　　　所 内　　　容　　『主催者団体』

21 木 　9:00～14:00 右田保育園 室内開放と園庭開放　　11:30～手遊び・絵本の読み聞かせ

10:00～11:30 支援センター　錦江保育園 園庭開放

10:00～15:00 西佐波保育園　支援センター室 誕生会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『なかよしポケット』

10:30～　　　 ベビーマッサージ　　　　　　　　　 『子育てサロン陽だまり』

14:00～　　　 ＊要予約 ＴＥＬ ２３－９７１９ （携）０９０－７７７０－８３８１

（佐波１－４－１） 持参物：バスタオルｏｒブランケット・水分補給・着替え・１１００円（利用料含）

ルルサス防府　２Ｆ ラ♡クーンカフェ

フードスタジオ （ママ友づくりや気軽に集える場所）　 　　　　『ファミサポ』

22 金 10:00～12:00 身体障害者福祉センター 親の情報交換　　　　　　　　　　　　　　　　『アップルクラブ』

10:00～15:00 西佐波保育園　支援センター室 水あそび　　　　　　　　　　　　　 　 　　　『なかよしポケット』

10:00～15:00 小野保育園 園庭開放　　　　 　　　　　　　　　　  　　　『たけのこくらぶ』

ルルサス防府　２Ｆ あつまれ！わくわく広場

親子ふれあい広場 「親子ふれあいあそび」　　　　　　　　　　『さぽーとねっと』

23 土 10:00～11:30 錦江第二　園庭 園庭開放　　　　　　　　　　　　　　　　子育てひろば『トトロ』

10:00～11:30 支援センター　錦江保育園 トイライブラリー

10:00～15:00 西佐波保育園　支援センター室 園庭開放　　　　　　　　　　　　　 　　　　『なかよしポケット』

15:30～16:15 防府図書館 絵本・紙芝居の読み聞かせ　『森のくまさん　おはなし会』

25 月 10:00～15:00 小野保育園 園庭開放　　　　 　　　　　　　　　　  　　　『たけのこくらぶ』

10:00～15:00 西佐波保育園　支援センター室 水あそび　　　　　　　　　　　　　 　 　　　『なかよしポケット』

ルルサス防府　２Ｆ 学習活動

会議室 「まど　みちおの世界」　　　　　　  　『陽だまりネット防府』

26 火 　9:00～14:00 右田保育園 室内開放　　　　11:30～手遊び・絵本の読み聞かせ

10:00～11:30 錦江第二　園庭 園庭開放　　　　　　　　　　　　　　　　子育てひろば『トトロ』

10:00～15:00 西佐波保育園　支援センター室 水あそび　　　　　　　　　　　　　 　 　　　『なかよしポケット』

牟礼公民館 絵本の読み聞かせ・紙芝居・パネルシアター・手遊び・

※材料費　要１００円 季節の工作・親子で一緒にふれあおう！　『かすが文庫』

27 水 　9:00～14:00 右田保育園 室内開放　　　　11:30～手遊び・絵本の読み聞かせ

10:00～11:00 キッズステーション 英語であそぼう　　　　　　　　　 　　　『キッズステーション』

10:00～11:30 錦江第二　園庭 どろんこ遊び 持参物：水着・タオル 子育てひろば『トトロ』

10:00～15:00 小野保育園 園庭開放　　　　 　　　　　　　　　　  　　　『たけのこくらぶ』

10:00～15:00 西佐波保育園　支援センター室 水あそび　　　　　　　　　　　　　 　 　　　『なかよしポケット』

10:30～11:15 防府図書館 絵本・紙芝居の読み聞かせ　　　　　　『おはなしでんしゃ』

ルルサス防府　２Ｆ ぽんぽこ広場

親子ふれあい広場 絵本の読み聞かせ等　　　　　　　　　　　　　　『ファミサポ』

28 木 　9:00～14:00 右田保育園 室内開放と園庭開放　＊身体測定　＊誕生会

10:00～11:30 支援センター　錦江保育園 園庭開放

10:00～15:00 西佐波保育園　支援センター室 水あそび　　　　　　　　　　　　　 　 　　　『なかよしポケット』

29 金 10:00～15:00 小野保育園 園庭開放　　＊誕生会　　　　　　　  　　　『たけのこくらぶ』

10:00～15:00 西佐波保育園　支援センター室 水あそび　　　　　　　　　　　　　 　 　　　『なかよしポケット』

10:30～11:30

10:30～12:00

11:00～12:00

子育てサロン陽だまり

11:00～11:30

日　　　　時

14:00～15:30
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場　　所 内　　　　　　　容

　５／２１（水） ①名前で絵本を作ろう♪　②絵本の読み聞かせ・お喋りタイム等

　６／１８（水） ①まるまるシールで数字の絵本作り　②絵本の読み聞かせ・お喋りタイム等

　７／１６（水） ①お出かけバッグ作り　②絵本の読み聞かせ・お喋りタイム等

　８／２０（水） ①おもちゃ作り（輪投げ）　②絵本の読み聞かせ・お喋りタイム等

　５／１４（水） ①名前で絵本を作ろう♪　②絵本の読み聞かせ・お喋りタイム等

　６／１１（水） ①まるまるシールで数字の絵本作り　②絵本の読み聞かせ・お喋りタイム等

　７／　９（水） ①可愛いうちわ作り　②絵本の読み聞かせ・お喋りタイム等

　５／１５（木） ①エコクラフトのフォトフレーム作り　②絵本の読み聞かせ・お喋りタイム等

　６／１９（木） ①てるてる坊主のモビール作り　②絵本の読み聞かせ・お喋りタイム等

①パステルアートで暑中見舞いハガキを作ろう　

②絵本の読み聞かせ・お喋りタイム等

　８／２１（木） ①魚釣りゲームで遊ぼう　②絵本の読み聞かせ・お喋りタイム等

　５／１６（金） ①名前で絵本を作ろう♪　②絵本の読み聞かせ・お喋りタイム等

　６／２０（金） ①まるまるシールで数字の絵本作り　②絵本の読み聞かせ・お喋りタイム等

　７／１８（金） ①お出かけバッグ作り　②絵本の読み聞かせ・お喋りタイム等

　６／２５（水） ①まるまるシールで数字の絵本作り　②絵本の読み聞かせ・お喋りタイム等

　８／２７（水） ①おもちゃ作り（輪投げ）　②絵本の読み聞かせ・お喋りタイム等

　５／２２（木） ①名前で絵本を作ろう♪　②絵本の読み聞かせ・お喋りタイム等

　６／２６（木） ①まるまるシールで数字の絵本作り　②絵本の読み聞かせ・お喋りタイム等

　７／２４（木） ①お出かけバッグ作り　②絵本の読み聞かせ・お喋りタイム等

　８／２８（木） ①おもちゃ作り（輪投げ）　②絵本の読み聞かせ・お喋りタイム等

右田公民館 10:00～12:00

平成２６年度　　特定非営利活動法人市民活動さぽーとねっとの活動

＊対象：Ｈ２３．４/１生まれ以降の子ども(未就園児)とその保護者、プレママ
参加料：大人１００円（内容によっては、材料代等を頂く場合もあります）

日　　　　　時

10:00～12:00大道公民館

向島公民館 10:00～12:00

富海公民館 10:00～12:00

10:00～12:00中関公民館
　７／１７（木）

西浦公民館 10:00～12:00

　　　　　　　　　８月
場　　　所 内　　　容　　『主催者団体』

30 土 10:00～11:30 錦江第二　園庭 園庭開放　　　　　　　　　　　　　　子育てひろば『トトロ』

10:00～11:30 支援センター　錦江保育園 トイライブラリー

10:00～15:00 西佐波保育園　支援センター室 園庭開放　　　　　　　　　　　 　　　　『なかよしポケット』

　☆かすが文庫「のりのりサマー」　７月ｏｒ８月　いずれか日時未定

　☆瑞祥幼稚園『にこにこクラス』の８月は水遊びをします。日時・詳細はホームページをご覧ください。

日　　　　時
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　５／　８（木） ①名前で絵本を作ろう♪　②絵本の読み聞かせ・お喋りタイム等

　６／１２（木） ①まるまるシールで数字の絵本作り　②絵本の読み聞かせ・お喋りタイム等

①プール遊び　＊プール用オムツ・水着持参

②絵本の読み聞かせ・お喋りタイム等

　５／　１（木） ①名前で絵本を作ろう♪　②絵本の読み聞かせ・お喋りタイム等

　６／　５（木） ①まるまるシールで数字の絵本作り　②絵本の読み聞かせ・お喋りタイム等

　７／　３（木） ①可愛いうちわ作り　②絵本の読み聞かせ・お喋りタイム等

　８／　７（木） ①おもちゃ作り（輪投げ）　②絵本の読み聞かせ・お喋りタイム等

　５／２６（月） ①エコクラフトのフォトフレーム作り　②絵本の読み聞かせ・お喋りタイム等

　６／２３（月） ①てるてる坊主のモビール作り　②絵本の読み聞かせ・お喋りタイム等

①パステルアートで暑中見舞いハガキを作ろう　

②絵本の読み聞かせ・お喋りタイム等

　８／２５（月） ①魚釣りゲームで遊ぼう　②絵本の読み聞かせ・お喋りタイム等

　５／　７（水） ①名前で絵本を作ろう♪　②絵本の読み聞かせ・お喋りタイム等

　６／　４（水） ①まるまるシールで数字の絵本作り　②絵本の読み聞かせ・お喋りタイム等

　７／　２（水） ①可愛いうちわ作り　②絵本の読み聞かせ・お喋りタイム等

　８／　６（水） ①おもちゃ作り（輪投げ）　②絵本の読み聞かせ・お喋りタイム等

平成２６年度　　特定非営利活動法人市民活動さぽーとねっとの活動

＊対象：Ｈ２３．４/１生まれ以降の子ども(未就園児)とその保護者、プレママ
参加料：大人１００円（内容によっては、材料代等を頂く場合もあります）

牟礼公民館 10:00～12:00

　７/１０（木）

小野公民館 10:00～12:00

華城公民館 10:00～12:00
７／２８（月）

　　　 ㊟　受け付けは、各回　開始時間の２０分後に終了します。

新田公民館 10:00～12:00

ルルサス防府 ２Ｆ 市民活動支援センター　　　ＴＥＬ　（０８３５）２４－７７４４　

       ㊟　１.各回参加される方は、子ども用のお茶を必ずご持参下さい。

       ㊟　2.子どもの対象年齢が変更になっておりますので、確認の上ご参加ください。

    ご確認ください!! 
 
開催時間等の変更があります。 

あそび場サークル・サロン情報を

ご確認の上、ご利用ください。 
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場         所 内              容

地学実験教室　「石灰岩から化石を探そう！」

参加費：300円（別途観覧料必要）　対象：小3～一般

　9:30～12：00 自然観察教室　「春の植物観察」

☆ 参加費：300円　対象：小1～一般

電子工作教室　「磁石でクルクル回る観覧車」

参加費：300円（別途観覧料必要）　対象：小3～一般

科学工作教室　「鳥の鳴き声をつくろう」

参加費：300円（別途観覧料必要）　対象：小3～一般

国立山口徳地 自然観察教室　「モリアオガエルの観察」

青少年自然の家 参加費：300円

☆ 一般駐車場集合 対象：小3～一般

気象観測教室　「夏のお天気調べ」

参加費：300円（別途観覧料必要）　対象：小3～一般

13:00～14:00 特別展開催記念講座　「似顔絵教室」

14:30～15:30 参加費：無料（別途観覧料必要）　対象：小1～一般

　9:30～12:00 自然観察教室　「キノコ調べ」

☆ 参加費：300円　対象：小1～一般

　9:30～15:00 自然観察教室　「植物採集と標本作り」

☆ 参加費：500円（別途観覧料必要）　対象：小3～一般

　9:30～15:00 自然観察教室　「昆虫採集と標本作り」

☆ 参加費：５００円　対象：小3～一般

20:00～21:00 ソラール 天体観測教室　「夏の星座をみよう」

☆ サイエンスパーク 参加費：無料　対象：小1～一般

　７／１３（日）

　６／２２（日） ソラール

ソラール　６／２９（日）

　７／　６（日） ソラール

ソラール

http://www6.ocn.ne.jp/~solar/

ＦＡＸ　　　（０８３５）２３－６８５５

  ６／　１（日）

　６／　８（日）
10:00～12:00

☆マークの教室・・・・高校生以下は保護者も一緒にお申込みください。

　７／２６（日）

　６／１５（日） 13:00～15:00 ソラール

13:00～15:00

ソラール

防府市青少年科学館ソラール

◇ソラールは別途観覧料が必要です。要申込！！対象は市内外全域です◇

ＴＥＬ　　　（０８３５）２６－５０５０

日　　　　　時

＊各教室の参加申込みの開始は開催日の１ヵ月前からです。

 定員に到達次第、締め切らせていただきます。

ソラール　５／１１（日） 13:00～15:00

ソラール　５／１８（日）

13:00～15:00　５／２５（日） ソラール
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*対象欄空欄の場合は市内全域です。
活 動 場 所 ・ 連 絡 先 対      象 内           容 名        称

ＮＰＯ法人　山口子育て ＮＰＯ法人
キッズステーション やまぐち子育て
防府市八王子２－５－１ キッズステーション
　　　　　　　 　ＴＥＬ　２５－８２８０ http://npokids.com

向島公民館（第３木曜）

牟礼公民館（第２木曜）８月休み

小野公民館（第１木曜）

特定非営利活動法人 Ｈ２３.４/１以降の 華城公民館（第４月曜） ぴよぴよくらぶ
市民活動さぽーとねっと 子ども（未就園児） 西浦公民館（第３金曜）８月休み 　 （10:00～12:00）
ルルサス　２階 とその保護者・ 富海公民館（６・８月の第４水曜）

　　　　　　　   ＴＥＬ　３８－４４２２ プレママ 新田公民館（第１水曜）

右田公民館（第３水曜）

※祝日は除く 中関公民館（第３木曜）

大道公民館（第２水曜）８月休み

親子で利用
第４金曜日　10:00～11:00

山口短期大学附属幼稚園 毎月　第１・第３　水曜日
　 　  　　　　 ＴＥＬ　３２－１９０３ 就園前の親子 10:00～11:30 ひよこルーム

曜日を変更することがあります。

瑞祥幼稚園 『にこにこクラス（会員制）』　月2回 10:00～11:30
防府市岩畠３－３－２９ 入園前の親子 入会費 ５００円、参加費毎回 １００円
　　　　　　　  ＴＥＬ　３８－２１１０ ４月はホームページにて確認してください。
右田幼稚園 園庭開放（雨天は室内）
防府市下右田２５８－２ 毎月第２・第４金曜 右田幼稚園
　　　　　　　　ＴＥＬ　２３－３３２３ 10：00～11：30
ほうふ子育て支援センター １０：００～１１：３０ ちびっこサロンひよこは

錦江保育園 トイライブラリー（毎週土曜） 会員のみの参加です

　　　　　　　  ＴＥＬ　２４－１４３６ 園庭開放（木曜日、雨天中止）

錦江第二保育園　さくらんぼルーム

　　　　　　    ＴＥＬ　２９－０４００
小野保育園 毎週３回月、水、金曜日
　　　　　　    ＴＥＬ　３６－００１１ 10:00～15:00　室内・園庭開放あり

　  　*詳しくはホームページにて！！ 月末には誕生会（10:30～）あり

毎週３回火、水、木曜日
子育て支援センター 9:00～14:00　　室内・園庭開放あり ぴょんぴょんクラブは
右田保育園 月末には身体測定・誕生会あり 会員のみの参加です
　　　　　　　　ＴＥＬ　２１－６９４２

西佐波保育園　 月曜～土曜　10:00～15:00
子育て支援センター室 就園前の親子 園庭開放や育児相談等あり なかよしポケット
　　　　　　　　ＴＥＬ　２３－５５３８
防府市母親クラブ連絡協議会 子育て研修会・講演会 お話し会（公民館等での夏・
　山崎和代　ＴＥＬ　２３－２９８８ 各地域 冬休みのお話し会）　　

図書館まつり・読書フェスティバルへの参加・協力等
陽だまりネット防府（ルルサス防府２Ｆ） ふれあい活動
　岡本早智子　 子育て中の親子 子育て支援学習会等 陽だまりネット防府
  　　事務局 ＴＥＬ　２３－１３１４ ＆子育て支援者 相談活動

子供の発達に関する不安や
山口県立防府総合支援学校 心配についての相談
　　　　　　　　ＴＥＬ　２２－６１０８ 関心のある方はＴＥＬで

お問い合わせ下さい
山口県こども未来課

　　　　　　　 　ＴＥＬ　２４－７７４４

県庁内こども未来課　　　　　　ＴＥＬ代表　０８３－９３３－２７５４　　　　　　　　　　

すまいるルーム

毎月第３水曜講習会

あそび場・サークル・サロン情報

就園前の親子

就園前の親子

保育時間：７：００～２２：００（時間外はご相談ください）

お預かり年齢：２ヶ月～小学２年まで　　　　　　　

＊いきいき子育て応援隊！お子さまの「夢と感動」をはぐくみ、

　 お母さまの「困った！」をお手伝いします。

就園前の親子

たけのこクラブ

毎週水曜日　10:00～11:30未就園児の親子

子育て中の親子

就園前の親子

未就園児の親子 あつまれ!わくわく広場

子育てひろば“トトロ”
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＊対象欄空欄の場合は市内全域です。
活　動　場　所　・　連　絡　先 対　　　　　象 内　　　　　　容 名　　　　称

防府ファミリーサポートセンター
ルルサス防府　２階
防府市栄町１-５-１ 絵本の読み聞かせ等 （親子ふれあい広場にて）

                 ＴＥＬ　２６－５５２２
                 ＦＡＸ　２６－５５２３

０ヶ月～５ヶ月児 毎月第１火曜日 乳幼児相談
６ヶ月～１才未満児 毎月第２火曜日 受付　9:30～10:30

防府市保健センター １才児～就園前 毎月第２水曜日 詳細は市広報を参照
                 ＴＥＬ　２４－２１６１ 双子や三つ子などの親同士の交流会 きらきらびーんずクラブ

その親達との座談会
アップルクラブ 発達の遅れのある子を持つ親同士の情報交換等

担当　岡村　ＴＥＬ　５６－００１７ 詳細は、お問い合わせください。

向島保育園 ８月９日（土）１７時～
　　　　　　　　ＴＥＬ　２２－１７９７ 盆踊り大会

随時開設  　10:30～15:30
育児コーディネーター配置日は

おいでませ（上天神町） 子育てサロンカレンダーで！

     ＴＥＬ　０９０－５７０７－２４５１ 参加費１００円/材料費実費
土曜日　午前中
こども手芸教室１人３００円 公益社団法人
毎週月曜～金曜   10:00～16:00 防府市

天神町銀座店 祝日、年末年始休み シルバー
                 ＴＥＬ　２２－０６６６ （詳しくはカレンダーで！） 人材センター

参加費１００円/材料費実費 ＴＥＬ　２４-０６００
月・水・木曜日　   第１・３金曜日 ＦＡＸ　２４-３３４８

岡村作業所（岡村町） 祝日、年末年始休み http://
　　　　　　　　 ＴＥＬ　２１－１８０４ 10:00～16:00 www.sjc.ne.jp/hofu/

（詳しくはカレンダーで！）
参加費１００円/材料費実費 ＊詳しくは

子育てサロン 毎月第２水曜  （８月・祝日休み） お問合せ下さい。
防府市シルバー人材センター1階 10:30～15:30
　　　　　　　　 ＴＥＬ　２４－０６００ （詳しくはカレンダーで！）

毎月第１金曜　10:30～11:15
手遊び・わらべ歌・読み聞かせ

防府市立防府図書館 毎月第２土曜　15:30～16:15 森のくまさん
　おはなしのへや ストーリーテリング 昔話を楽しむ会
                 ＴＥＬ　２２－０７８０ 毎月第２・４水曜　10:30～11:15

絵本・紙芝居の読み聞かせ
毎月第４土曜　15:30～16:15 森のくまさん
絵本・紙芝居の読み聞かせ おはなし会

子ども家庭支援センター　海北 ５／２３（金）　11:00～12:00 子ども家庭支援センター

　地域交流スペース　『眞』 リトミック 海北
                 ＴＥＬ　２６－１１５２ ７，８月は日時未定 kaihoku@viola.ocn.ne.jp

富海公民館 就園前の親子
                  ＴＥＬ  ３４－０００１ 富海地域限定
牟礼公民館 毎月第４火曜　10:30～12:00
代表　宮本敦子  ＴＥＬ　３８－１８３３ 絵本の貸出
子育てサロン　陽だまり 毎週火曜・木曜は施設開放
　(佐波１－４－１) 未就園児の親子 10:00～16:00
                 ＴＥＬ　２３－９７１９

就園前の親子

子育てサロン　陽だまり

あそび場・サークル・サロン情報

低出生体重児やＮＩＣＵ入院・退院した児と、

子育て中の親子

のほほんＫＩＤ’Ｓ

アップルクラブ

未就園児の親子

ラ♡クーンカフェ　6/19(木) ・ 8/21(木) 開催

かすが文庫

毎週水曜日　11:00～11:30 ぽんぽこ広場

未就園児の親子

小学生以上

子育て中の親子

子育て中の親子

なかよしくらぶ

毎月第２火曜  10:00～12:00 よちよちクラブ

おはなしでんしゃ

未就学児の親子

未就学児の親子

未就学児とその保護者
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