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　電話、ファクス、面接などで子育て相談を受け付けています。
どんなことでも気軽にご相談ください。情報室には幼稚園、保育所、
地域の子育てサロン、サークルの情報がそろっています。　

月～土曜日　８：３０～１７：００

　食事は子どもの成長にとって大切なもの。よく噛んでおい
しく食べていますか？歯医者さんを囲んで食事の内容や食
べさせ方など考えてみましょう。
◆日時　９月２８日（水）　１０：００～１２：００
◆場所　ふくとぴあ　◆講師　山口　知世さん（歯科医師）
◆定員　５０人（先着順）　◆託児　１人３００円（要予約）

　常設の子育てサロンは、お子さんの生活時間に合わせて自由に
利用できます。親子で楽しめる安全なおもちゃや絵本を準備してい
ます。スタッフの温かい見守りの中で、ゆったりと過ごしましょう。

月～土曜日　８：３０～１７：００　　
子育てなんでも相談・情報室

ゆったりたっぷり子育て学習会
自我の育ち　

学んできらっ！！ママパパ講座
歯医者さんから見た乳幼児の食事

なかよしサロンなかよしサロン

　子育て中に困った時など、お手伝いをして欲しい「おねがい会
員」を募集します。講座を受けた「まかせて会員」が家庭的な子育て
のお手伝いをいたします。１時間３０分の講習を受けたあとに、会
員証交付を行います。
◆日時　９月７日（水）　１３：３０～１５：００　◆場所　ふくとぴあ
◆受付期限　９月２日（金）

親子で遊ぼう　ふれあいタイム

おねがい会員募集
ファミリー・サポート・センターふくつ

 大切なおもちゃを修理する「おもちゃ病院」を開業しています。
◆開 業 日　９月１６日（金）　※毎月第３金曜日
◆受付時間　１３：００～１５：００　◆開業場所　ふくとぴあ
◆診 察 料　１個　１００円（部品代別途負担）

おもちゃ病院

　２歳以上の子どもとその保護者を対象に、テーマをもっての
親子遊びをそれぞれ２回シリーズで開催します。
◆日時　①１０月　６日(木）・１０月１３日(木）秋の遠足　宮地嶽神社
            ②１０月２０日(木）・１０月２７日(木） いろいろ粉遊び 
　９：３０からと１１：００からの２コースがあります。
◆場所　ふくとぴあ
◆定員　①各３０組　②各１５組
　※要予約

　絵本やお話しの中には子育ての知恵がたくさん詰まっています。
梅田さんの語りを聞きながら、子どもの自我とどう向き合ったら
いいか、一緒に考えてみませんか？
◆日時　９月１５日（木）　１４：００～１５：００
◆場所　ふくとぴあ　◆講師　梅田　恵子さん（おはなし会昔っこ）
◆定員　１５人（先着順）　◆託児　１人３００円（要予約）
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ビニール袋、トイレットペーパーの芯、セロハンテープ、紙コップ、紙、ハサミ、のり、絵を描くマジックなど材 料
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3ビニール袋にトイレット
ペーパーの芯を差し
込み、セロハンテープ
でとめます。

紙コップに絵を
描き、羽になる
紙を貼り付け
ます。

ビニール袋を膨らませ、紙コップをかぶせ
てビニールを押すと、紙コップロケットが飛
びます（ビニールの大きさをいろいろ試し
てみてね）。

紙

セロハンテープ

差し込む

トイレットペーパーの芯

トイレットペーパーの芯を片手で持って、
膨らんだビニール袋をおなかと腕ではさ
んで、その腕でビニールを押さえると、飛ば
しやすいよ。飛ばす向きに気を付けてね。

福津市

子育て支援センター子育て支援センター
笑顔で子育て
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受付・問い合わせ

福津市子育て支援センター「なかよし」
☎３５・８３８２　ＦＡＸ３５・８３８３
（第２土曜日・毎週日曜日、祝日は休み）

皆さん、笑顔で子育てしていますか？
未就園児の親子が安心して楽しめる遊びがいっぱいです。
子育て中のママやパパとの出会いや交流もできますよ。
みんなで手を取り合って、健やかな子どもを育てましょう。

●
JR福間駅

●

●

●

●

●

●
市中央
公民館

宮地嶽神社

市立図書館

市役所
福間庁舎

ふくとぴあ
健康福祉館

市役所
津屋崎庁舎

子育て支援センター
「なかよし」

手光太郎丸

津
屋
崎
海
岸

福
間
海
岸

宮司
コミュニティ
センター

日　時 場　所 内　　　容 備　考

日　時 場　所 内　　　容 備　考

※東福間保育所、福間保育所には駐車場がありません。車での参加はご遠慮ください。
※雨天時もあります。参加するときは、着替え、お茶、タオル、帽子を必ず持参してください。

子育て支援センター、保育所（園）、幼稚園では、楽しい催しを計画しています。

ふくとぴあ
いきいき交流館

０歳：第１・３金曜日
１歳：第２・４金曜日
身体測定もできます。

金曜日
１０：３０～１１：３０

月～土曜日
  ９：３０～１１：３０

　　 なかよしタイム（０歳～５歳）

　　 ぴよぴよタイム（０・１歳児の親子ふれあい遊び）
親子でわらべうた遊びを楽しんだり、年齢に合ったおもちゃで遊びます。

9月の

子どもたちが夢中で遊べる安全なおもちゃや絵本がそろっています。
子育て仲間との出会いもあります。子どもの遊びを見守りながら、
歌を歌ったり、絵本を見たり、親子で楽しい時間を過ごしましょう。

第２土曜日は休館日
子育て支援センター
☎３５・８３８２

●ミニ運動会
   よーい　どん！！真愛っ子と一緒に運動会ごっこをしよう。

●お山を作ろう。
   みんなで、大きなお山を作りましょう。

●運動会ごっこ
   鉄棒、すべり台、山登りなどで体を動かして遊びましょう。

●園庭遊び
   園庭で、山登り、砂遊び、ボール遊びなどで園児と一緒に遊びましょう。

●楽しい体育遊び
   親子で一緒に体育遊具で遊びましょう。

●運動遊びをしよう
   玉入れや駆けっこをしてみよう。

●ヨガ
   お母さんのリフレッシュタイム。

●体育遊び
   体をたくさん動かして遊ぼう。

●元気っ子（２歳以上）
　熊丸みつ子先生と新聞紙を使って親子で元気に遊びましょう。

真愛保育園
☎４３・５３０５

神興幼稚園
☎４２・２１０７

大和保育所
☎４３・１０３３

花見保育所
☎４２・２１０９

東福間保育所
☎４２・２１０３

上西郷幼稚園
☎４２・３５０２

津屋崎保育園
☎５２・１２０９

福間保育所
☎４２・０４７１

ふくとぴあ
健康プラザ

　９月  １日（木）
１０：００～１１：３０

　９月  ２日（金）
１４：００～１５：００

　９月  ６日（火）
10：００～11：00

　９月  ６日（火）
１０：００～１１：００

　９月  ６日（火）
10：00～11：00

　９月  ８日（木）
１４：００～１５：００

　９月  ８日（木）
９：３０～１０：３０

　９月１３日（火）
１０：００～１１：００

９月２７日（火）
１０：１５～１１：３０

親子とも動きやすい服装
着替え、帽子、お茶、タオル

※要予約　前日まで受付
子育て支援センター　☎35・8382

動きやすい服装・靴で参加
帽子、お茶

お弁当持参（おにぎりのみでもOK）
動きやすい服装で参加しましょう

※要予約　２０組
動きやすい服装で参加しましょう。
お子さんは保育士が預ります。

ぷくぷく子育て応援Ichi（市）～震災復興支援～を紹介します。

　「大好きだよ！」の子どもや家族、友達の似顔絵を募集！

　福津市での子育てと被災地の復興を応援する「ぷくぷく子育て応
援Ichi（市）」を開催します。フリマ用の子ども服などの寄付情報は、
下記へ連絡ください。収益は、被災地での子育て支援活動に寄付さ
せていただきます。多数参加ください。
◆日　時　９月１８日（日）　１０：００～１２：００
◆場　所　ふくとぴあ　健康プラザ
◆参加費　①５００円②３００円③２００円④１００円
◆連絡先　吉永さん　☎・FAX４２・１０５８

　大人、子ども誰でも参加できます。似顔絵（画用紙）は、子育て支
援センターなかよしに持参もしくは郵送してください。
◆提出・郵送先　〒８１１-３２１８　福津市手光南2丁目1番1号
　ふくとぴあいきいき交流館内　子育て支援センターなかよし
◆問い合わせ　 佐伯さん　☎０９０・５０８０・３５８１

◆森のクノッペン教室
　スウェーデン生まれの１・２歳対象の自然教室
プログラム。五感でさまざまな生き物とふれあい
楽しく過ごし、みんなで野外食を食べます。
　なお、当日は長袖長ズボンと歩きやすい靴で
お越しください。
◆日　時　９月２１日（水）
　１０:００～１２:００
◆場　所　わかたけ広場
◆対　象　１・２歳（定員１５人）
　※親子参加（兄弟姉妹参加可）
◆持ってくる物　帽子・水筒
◆参加費　子どものみ1人５００円（野外食含む）
◆申込・問い合わせ　環境ネットワーク「虹」　宮本
さん☎・FAX４３・１０５２

◆リフレッシュ読書タイム
　保護者はゆったり本を読んでリフレッシュ。子ど
もたちは２階で楽しくスタッフと遊びます。
◆日　時　９月７日（水）１０:００～１２:００
◆場　所　市立図書館２階　 研修室３
◆対象者　子育て中の人
◆定　員　先着５人（定員に満た
　ない場合には、当日受け入れ可）
◆託　児　１人３００円　
　※６カ月以上　前日までに予約
◆申込・問い合わせ　すまいる
　ファミリー　吉永さん
　☎・FAX４２・１０５８福津市ぷくぷく 検索

環境「虹」 検索

第79回

②
③
④
⑤
⑥
⑦

①

羊毛の手作りワークショップ（大人）
布の手作りワークショップ　（大人）
親子で楽しむ小麦粉粘土作り＆遊び
手作り品＆ぷくぷくフリマ（子ども服など）
子育て＆被災地からの情報
「大好きだよ！」似顔絵展

親子で楽しむフルートコンサート
児玉麻紀さんほか

10:30～12:00
10:30～12:00
10:30～12:00
10:30～12:00
10:00～12:00
10:00～12:00

10:00～10:30


