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夏休みに、里山や里川に出掛けてみませんか？里川では生き
物調べを行い、里山ではスウェーデンの自然教育プログラムを
基に、さまざまな生き物にふれあいエコロジーを学びます。野
外食づくりでは、野外生活の知恵を学びましよう。
【里山自然教室】
◆日　時 ７月２２日（金）、７月２９日（金）
８月９日（火）、８月２３日（火）
１０:００～１２:３０

◆場　所 わかたけ広場（小雨決行）
◆対　象 小学生（各定員１５人）
◆参加費　１人５００円（野外食含む）

【里川体験】
◆日　時 ７月３１日（日）
１０:００～１２:００

◆場　所 西郷川（雨天中止）
◆対　象 小学生（親子参加）

◆講　師 鬼倉
おにくら

徳雄
の り お

さん（九州大学助教）
◆参加費 子ども１人１００円（保険代）

◆主　催 環境ネットワーク「虹」
◆申　込 宮本さん　☎・FAX４３・１０５２
メール　knet_niji@yahoo.co.jp

◆問い合わせ 佐伯さん　☎０９０・５０８０・３５８１
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里山自然教室＆里川体験を紹介します。

里山自然教室

▲

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。

8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

●夏の遊び
   水遊びやどろんこ遊びを楽しみましょう。

●水遊び
   ジュース屋さん、シャボン玉など、水でたくさん遊びましょう。

●プール遊び
   夏本番！！水遊びをおもいっきり楽しみましょう。

●水遊び
   思いっきり、水遊びを楽しみましょうね！

●水遊び  ※要予約　１５組
   チャプチャプ　ジャブジャブ遊ぼう！

●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。

●夏の遊び（片栗粉あそび）
   サラサラ・トローリ､不思議な感じを楽しみましょう。

●水遊び
   水の感触を楽しみましょう。

●色水遊びをしよう
   花や葉っぱなどで色水を作ってみよう。

大和保育所
☎４３・１０３３

花見保育所
☎４２・２１０９

真愛保育園
☎４３・５３０５

神興幼稚園
☎４２・２１０７

津屋崎保育園
☎５２・１２０９

ふくとぴあ
健康プラザ

福間保育所
☎４２・０４７１

東福間保育所
☎４２・２１０３

上西郷幼稚園
☎４２・３５０２

　８月  ２日（火）
10：００～11：00

　８月  ２日（火）
１０：００～１１：００

　８月  ２日（火）
１０：００～１１：３０

　８月  ４日（木）
１０：００～１１：００

　８月  ５日（金）
１０：００～１１：００

　８月１６日（火）
１０：１５～１１：３０

　８月２３日（火）
１０：００～１１：００

　８月２３日（火）
10：00～11：00

　８月３１日（水）
１４：００～１５：００

要予約：前日まで受付
子育て支援センター☎35-8382

着替え一式、体拭きタオル、
帽子、お茶

水着、着替え、タオル、お茶　

　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

　一緒にわらべうたをしたり、パパならではの親子のふれ
あい遊びを楽しみましょう。
◆日　時　８月２０日（土）
　１０：３０～１１：３０
◆場　所　ふくとぴあ
◆対　象　０、１歳の親子（パパ）
　※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
睡眠の大切さ

学んできらっ！！ママパパ講座
パパといっしょにぴよぴよタイム

なかよしサロンなかよしサロン

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　８月１９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）

マタニティーママ･パパ講座
にぎにぎ人形とサル人形作り　　

　初めて出産を迎えるママやパパを対象に、手作り人形講座
を実施します。出産前にちょっと子育て支援センターをのぞい
てみませんか？
◆日　時　９月２日（金）
　１３：３０～１６：００
◆場　所　ふくとぴあ
◆定　員　１０人（要予約）
◆持ってくる物　裁縫道具
◆材料代　にぎにぎ人形、
　さる人形（各６００円）

　「どうして夜泣きをするの？」「夜寝てくれないの？」子どもの成長に大
切な眠りについて、子育ての知恵や悩みを出し合って交流しましょう。
◆日時　9月１日（木）　１４：００～１５：００
◆場所　ふくとぴあ　◆定員　１５人（要予約）　※託児はありません

赤ちゃんが生まれる前に・・・
子育て準備をしてみませんか？

オムツ交換の様子

赤ちゃんとふれあって
育児体験

大和保育所
子どもの広場

パパと一緒
うれしいな！

◆森のクニュータナ教室
スウェーデン生まれの３・４

歳児対象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、みんなで野外食を食べましょう。
◆日　時 ７月２８日（木）、８月２５日（木）
１０：００～１２：００
◆場　所 わかたけ広場
◆対　象 ３・４歳児（定員１５人）※親子参加
（兄弟児参加可）

◆参加費 子どものみ１人５００円（野外食含む）
◆申　込 宮本さん　☎・FAX４３・１０５２

◆子どもの太鼓「学楽遊」体験
みんなで楽しく毎週練習しています。子どもた

ちが祭りなどで演奏もします。参加しませんか？
◆日　時 ７月２９日（金）
１９:１５～２０:１５
◆場　所 市中央公民館リハ
ーサル室

◆対　象 幼児、小・中学生
◆参加費 無料
◆問い合わせ NPO 法人福間津屋崎子ども劇場
☎４３・０７１５

福間津屋崎子ども劇場 検 索

環境「虹」 検 索

環境「虹」 検 索

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

な か
よ し

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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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」
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おもちゃ

エコエコ
こど
もにやさしい 外遊ぼう編

問い合わせ
大和保育所
☎４３・１０３３
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紙コップで作る、くるくるブーメランです。色紙やカラーポリテープなどを使って、
カラフルに飾ったり、真ん中に紙を貼ってかわいい顔やメッセージを添えて、
オリジナルのブーメランを作って飛ばしてみませんか。
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出来上がり!

里川体験の様子

クワガタムシの
雌


