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おもちゃ

エコエコ
こど
もにやさしい   ふって遊ぼう編

問い合わせ
福間保育所
☎４２・０４７１

玉入れ
ゲーム
玉入れ
ゲーム
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ゲーム
玉入れ
ゲーム
玉入れ
ゲーム
玉入れ
ゲーム

用意するもの

●いちごパック　●セロハンテープ　●ホチキス
●ヨーグルトの空き容器、乳酸菌飲料の空き容器
●ビー玉（ビー玉の代わりにアルミホイルの玉でも遊べる）

いちごのパックに乳酸菌飲料容器
やヨーグルト容器をテープで貼っ
てからホチキスで止めます。

※乳酸菌飲料の入れ物を
2～3個貼って点数を書
いて遊ぶこともできます。

いちご容器にビニールテープやシー
ルなど貼ってもかわいいですよ。

小さいお子さんはビー玉の取り
扱いには注意してください。

作り方

ホチキス

いちごの
パック

ビー玉を
入れる

セロハン
テープ

乳酸菌
飲料容器
など

　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
　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　　

おねがい会員募集

子育てなんでも相談・情報室 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　 ３月１７日（土）   １０：００～１１：３０
◆受付期限　３月１２日（月)　◆場      所　ふくとぴあ　　　　

おもちゃ病院
　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　３月１６日（金）　※毎月第３金曜日開業
◆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）

なかよしタイム
の様子　子育ての悩みを共有し子どもの成長を共に喜びあう仲間です。ゆ

ったりとしたスペースで遊びながら、情報交換ができますよ。初めて
の人も気軽に参加してください。
◆日時　３月６日（火）　１０：００～１２：００
　※毎月第１火曜日
◆場所　ふくとぴあ

ぽっぽの会
（多胎児の親子サークル）

ファミリー・サポート・センターふくつ

三つ子ち
ゃん、

双子ちゃ
ん

みんなそ
ろったよ

。 みんななか
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今日のお話なんだろうな？

今年も元気に遊びましょう!
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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。
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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。

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。

3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

●楽しいひな祭り
   保育園のお友だちとひな祭り会に参加しましょう。

●おひなさま作り
   おひなさまを作って、春の訪れを感じましょう。

●園庭遊び
   庭で探索をしたり、砂遊びをしたり、楽しく遊びましょう。

●ミニクッキング
   作って食べよう！簡単おやつクッキング！

●小麦粉粘土
   感触遊びを楽しみましょう。

●小麦粉粘土
   いろいろな形を作って楽しみましょう。

●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。

●外で遊ぼう
   暖かい春の陽気の中で元気に遊びましょう。

●さよならパーティー
   成長をみんなで喜び合いましょう。

大和保育所
☎４３・１０３３

神興幼稚園
☎４２・２１０７

花見保育所
☎４２・２１０９

津屋崎保育園
☎５２・１２０９

東福間保育所
☎４２・２１０３

福間保育所
☎４２・０４７１

ふくとぴあ
健康プラザ

上西郷幼稚園
☎４２・３５０２

真愛保育園
☎４３・５３０５

　３ 月 １ 日（木）
１０：００～１１：００

　３ 月 １ 日（木）
１０：３０～１１：３０

　３ 月 ６ 日（火）
１０：００～１１：００

　３ 月 ６ 日（火）
１０：００～１１：００

　３ 月 １３ 日（火）
１０：００～１１：００

　３ 月 １３ 日（火）
１０：００～１１：００

　３ 月 １３ 日（火）
１０：１５～１１：３０

　３ 月 ２２ 日（木）
１１：００～１２：００

　３ 月 ２３ 日（金）
１０：００～１１：３０

※要予約  ２０組
材料費  200円  エプロン・三角巾持参
アレルギーがある人は、申し出ください。

※要予約  前日まで受付
子育て支援センター　☎３５・８３８２

お弁当を持ってきてもいいですよ。

※要予約　２０組　２歳以上

▲託児風景
「リフレッシュ読書タイム」を紹介します

～ゆったりした読書タイムを子育て中の人に～
　すまいるファミリーでは、平成１７年５月より年４，５回、｢リフ
レッシュ読書タイム｣を続けています。「リフレッシュ読書タイム」は、
子育て中の保護者が読書を楽しめるよう、お子さんを図書館の２階
で預かる事業です。市立図書館とも連携して、すまいるファミリー
の子育て支援事業として行っています。スタッフはチームを組みボ
ランティアで、保育を行います。「おかげさまでやっと図書館に足を
運べました」「子どもに読み聞かせたい絵本をゆっくり選べます」と
好評です。子育て中の保護者の読書活動だけではなく、子どもの読
書活動の推進にも貢献できればと願っていますので、どうぞご利用
ください。
＜第３６回リフレッシュ読書タイム＞
◆日　時　３月７日（水）
　１０:００～１２：００
◆場　所　市立図書館２階 研修室
◆対　象　子育て中の人
◆定　員　８人
◆託児費　３００円　
　※要申込（６カ月以上、定員になり次第締め切り）
◆申込・問い合わせ　すまいるファミリー　吉永さん
　☎０７０・５４００・６５９６　メール　sml-family@live.jp

第85回

◆ぷくぷくおしゃべりかふぇ
　福津市に越して来た人、福津市への移住を検討中
の人、ママ友を求めている人、お茶とお菓子で交
流しましょう。気軽に参加ください。
●日　時　３月６日（金）　１０:３０～１２:００
●場　所　ふくとぴあ２階　わくわくルーム
●対　象　子育て中の人
　予約不要ですが、初めての人優先です。
　同室託児あります。
●参加費　無料
●問い合わせ　瀧口さん
☎０９０・３６６１・
８４２７

◆孫サロン「よかよか」
　ちょっと聞いてほしい悩みや話など、スタッフ
や参加者と交流してみませんか？暖かい飲み物や
楽しいおもちゃを準備しています。
●日　時 ２月２１日（火）
　１０:００～１２:００
●場　所　小規模多機能型介護施設
「いこいの家ちくぜん」和室
●対　象　孫育て中の人
●参加費　1組100円（飲み物代）
●問い合わせ　すまいるファミリー　吉永さん
　☎０７０・５４００・６５９６


