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おもちゃ

エコエコ
こど
もにやさしい 作って遊ぼう編

問い合わせ
神興幼稚園
☎４２・２１０７

って遊ぼう編

パック
独楽
パック
独楽
パック
独楽
パック
独楽
パック
独楽
パック
独楽

●材料…牛乳パック、割り箸（丸いヤナギ箸）、木工ボンド、ホチキス

両手で挟んで回します。
色やデザインの違う
パックを組み合わせる
と、回ったときに色が
きれいです。

1 牛乳パックを当分して4つに切ります。

端を鉛筆削りでとがらせた
割り箸に、ボンドをつけて
中心に通します。
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ごま

ホチキスで
止める

軸

とがら
せる

割り箸
（丸いヤナギ箸がよい）

10cm

2cm

速乾用
木工ボンド

カッターで
切る

1つ置きに差し込んで、4つを組んでホチキスで
止めます。
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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
　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

おもちゃ病院

なかよしサロンなかよしサロン

　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　２月１７日（金）　※毎月第３金曜日
◆診療時間　１３：００～１６：００
◆開業場所　ふくとぴあ
◆診  察  料　１個　１００円（部品代金別途負担） 

　ふれあいをテーマに作った人
形劇です。乳幼児から見ることが
できるように表現と動きで楽し
さを伝えます。身近な材料から作
られた人形たちのやわらかくて、
温かなお芝居の世界を親子で一
緒に楽しみましょう。
◆日時　３月６日（火）
　１０：３０～１１：３０
◆場所　ふくとぴあ
◆定員　４０組　※要予約
◆対象　未就園児の親子

手作り人形の会

なかよしおたのしみ会なかよしおたのしみ会

　子どもは温かい手作り人形が大好き！お子さんのために、にぎにぎ
人形やさる人形を作ってみませんか？
◆日　時　２月７日（火）　１３：３０～１６：００
◆場　所　ふくとぴあ
◆定　員　１０人（要予約）　※託児はありません。
◆持ってくる物　裁縫道具
◆材料代　さる人形・にぎにぎ人形（各６００円）

　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　２月１６日（木）　１４：００～１５：００
◆場所　ふくとぴあ
◆講師　梅田　恵子さん（おはなし会昔っコ）
◆定員　１５人（要予約）　
◆託児　１人３００円

ゆったりたっぷり子育て学習会

子育て中のママ・パパ対象

人形劇団ののはな『ちいちいにんにん』

「イヤイヤ」いっぱいの頃　自我の育ち

子育て学習会の様子

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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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。

2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

●鬼のお面作り
　鬼のお面を作って、鬼を追い払いましょう。

●節分（豆まき）
　鬼は外・福は内！みんなで豆まきをしましょう。

●ホールであそぼう
   体を使ってトランポリンやすべり台で元気に遊びましょう。

●おひなさま作り
   暦の上では春。春の節句のおひなさまを作りましょう。

●劇団風の子「どんぶらこっこどんどこ亭」
アジアの国々の昔遊びや伝承遊びを親子で楽しみましょう。

●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。

●劇団道化 「あははのぷん」
　キーワードはともだち。親子で楽しみながら見つけましょう。

●おひなさま作り（２歳以上）
   かわいいおひなさまを親子で作りましょう。

●おひなさま作り
   かわいいおひなさまを作りましょう。

神興幼稚園
☎４２・２１０７

津屋崎保育園
☎５２・１２０９

大和保育所
☎４３・１０３３

花見保育所
☎４２・２１０９

東福間保育所
☎４２・２１０３

ふくとぴあ
健康プラザ

真愛保育園
☎４３・５３０５

上西郷幼稚園
☎４２・３５０２

福間保育所
☎４２・０４７１

　２月  １日（水）
１０：３０～１１：３０

　２月  ３日（金）
１０：００～１１：００

　２月  ７日（火）
１０：００～１１：００

　２月  ７日（火）
１０：００～１１：００

　２月  ８日（水）
１０：００～１１：００

   ２月１４日（火）
１０：１５～１１：３０

   ２月１５日（水）
１０：００～１１：３０

   ２月１６日（木）
１０：３０～１１：３０

   ２月２１日(火）
１０：００～１１：００

※要予約　10組
５分前に入場しましょう。
要予約：前日まで受付

子育て支援センター　☎35・8382

※要予約　２０組　２歳以上

５分前に入場しましょう。

※要予約　１０組

◀

森のオト（ロバの音楽座）
こころあたたまる「音と遊びの世界」を子どもたちに
　子ども劇場の２月の音楽例会はロバの音楽座。中世・ルネサンス
時代の古楽器や手作り楽器のナチュラルな生の音と澄んだ歌声が
温かく心に響きます。絵本から飛び出したような美しい舞台は、赤
ちゃんから大人まで楽しめ、豊かな感性を育みます。

◆申込・問い合わせ　ＮＰＯ法人福間津屋崎子ども劇場
 ☎FAX４３・０７１５

◆日時　２月２２日（水）
　１１：００　（１０分前開場）
　上演４０分
◆場所　市中央公民館２階
　リハーサル室
◆対象　主に０・１・２歳の親子
　※要申込

◆日時　２月２２日（水）
　１８：３０　（３０分前開場）
　上演８０分
◆場所　市中央公民館ホール

◆対象　主に低学年の親子

第84回

◆この本オススメ～子どもたち（親子）による子ど
もたちへのオススメの絵本や本です～

　誰でも絵本や本を紹介できます。どなたでも参加
できますが、事前に申し込みください。
●日時　２月５日（日）　１０：３０～１２：００
●場所　ふくとぴあ２階　和室
●コーディネーター　前園敦子
さん（エルマー書店）
●参加費　無料　
●申込・問い合わせ　NPO法人
福間津屋崎子ども劇場
　☎・FAX４３・０７１５

◆講演会「イギリスに学ぶ子どもが遊べる社会づくり」
　プレーワーカーでもある嶋村さんの豊富な事例
を基にした分かりやすいお話です。
●日時　１月２６日（木）　１９：００～２１：００
●場所　ふくとぴあ３階　らくらくルーム
●講師　嶋村仁志さん（TOKYO 
PLAY代表・IPA東アジア副代
表・NPO法人日本冒険遊び場
づくり協会理事）
●参加費　３００円
●託児費　３００円
　※１月２０日（金）までに要予約
●託児申込　吉永さん　☎・FAX４２・１０５８
●申込・問い合わせ　佐伯さん
　☎０９０・５０８０・３５８１
　メール　knet_niji@yahoo.co.jp

わくわくプレーパーク 検索
▲ポロン・ポロン（ロバの音楽座） ▲森のオト（ロバの音楽座）


