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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

 楽しく遊び、体験しながら、子どもはいろんな力をつけてい
きます。子どもの発達を促す玩具、子育ての手助けになる玩
具、子どもの成長発達に合った玩具や遊びについて、一緒に
考えてみませんか？
◆日時　１１月２９日（火）　１０：００～１２：００
◆講師　石田　圭子さん（おもちゃコンサ
　ルタント）
◆場所　ふくとぴあ
◆定員　３０人（要予約）
◆託児　１人３００円（先着１５人）
　※１１月２２日（火）までに要予約

◆日時　11月１０日（木）　１４：００～１５：００　　
　乳幼児期は味覚や好みがつくられる大切な時期です。成長に必要な
栄養分、食事のリズムづくり、おやつの内容などを考えてみましょう。
◆日時　11月17日（木）　１４：００～１５：００
　オムツからパンツへ排せつの自立を促すにはどうしたらいいの
でしょう？子育ての知恵や悩みを出し合って交流しましょう。
◆場所　ふくとぴあ　　
◆定員　１５人（要予約）　※託児はありません

ゆったりたっぷり子育て学習会
 　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　１１月１８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）

学んできらっ！！ママパパ講座学んできらっ！！ママパパ講座

　子育て中に困った時など、お手伝いをしてほしい「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。　講習を受けた後に、会員証を交付します。
◆日時　１１月１９日（土）　１０：００～１１：３０　　　　　　　
◆場所　ふくとぴあ　◆受付期限　１１月１４日（月）

おねがい会員募集
ファミリー・サポート・センターふくつ

 乳幼児期の食事の習慣・排せつの自立に向けて

遊びの楽しさが育てるもの
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指先をコントロールしてつまんだり、力加減をしながら引っ張る遊びを楽しめるおもちゃです。
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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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※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。

11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

●お祭りごっこ
   幼稚園の子どもたちのお店で、買い物ができますよ！

●みかん狩り
   親子でみかん狩りを楽しみましょう！　　　　

●おやつ作り（2歳以上） 
   親子で楽しくクッキングしましょう。

●おやつ作り（2歳以上） 
   親子で楽しくおやつ作り。出来たてをみんなで食べましょう。

●劇団ぱれっと
   「ねずみの嫁入り」の人形劇があります。

●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。

●お部屋で遊ぼう
   大型積木やままごとをして遊ぼう。

●七五三のお祝い会
   大きくなった事を一緒に喜びお祝いしましょう。

●おやつ作り（2歳以上） 
   親子で手作りおやつを作りましょう。何ができるかな？

神興幼稚園
☎４２・２１０７

津屋崎保育園
☎５２・１２０９

東福間保育所
☎４２・２１０３

花見保育所
☎４２・２１０９

大和保育所
☎４３・１０３３

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

福間保育所
☎４２・０４７１

１１月  ２日（水）
１０：００～１１：００

１１月  ４日（金）
１０：００～１１：００

１１月  ７日（月）
10：00～11：00

１１月  ８日（火）
１０：００～１１：００

１１月  ８日（火）
10：００～11：00

１１月  ８日（火）
10：15～11：30

１１月１０日（木）
１４：００～１５：００

１１月１５日（火）
１０：００～１１：３０

１１月２２日（火）
１０：００～１１：００

※要予約：前日まで受付
子育て支援センター　☎３５・８３８２

10分前までに来園してください。

※要予約
紙袋持参

※要予約　１５組　
現地集合解散（太陽園・宗像市用山）

参加費　２00円

お弁当を持ってきてもいいですよ。

※要予約　１０組　
材料代子ども１人１００円　

エプロン、三角巾、おしぼり持参
アレルギーがある人は申し出てください

※要予約　１０組　材料代　子ども１人１００円
エプロン・三角巾、おしぼり持参

アレルギーがある人は申し出てください。

津屋崎布絵本の会の新しい作品を紹介します。

　新作の布絵本『ＬＩＦＥ』は、勝浦小
学校の養護の教諭である中原先生から
の依頼を受け、保健の授業の教材とし
て制作したものです。子どもたちに体
の仕組みやセルフケアの方法などを、
分かりやすく伝える５ページの布絵本
です。
　「じゅんび」のページでは、袋の中に
生理を迎えた子どもたちに必要な物が
入っています。依頼を受けてから出来
上がるまで約１カ月掛かりました。教材
として布絵本に取り組むのは初めての
ことだったので、何度も打ち合わせを
させていただきながら、子どもたちの
成長を応援する気持ちを込めて制作し
ました。
　布の優しい手触りやぬくもりを楽し
みつつ、楽しく学んでもらえたらと願っ
ています。
◆問い合わせ　津屋崎布絵本の会

第81回

　富永さん　☎０９０・４７７８・０２６１

◆シュタイナー幼児教育講座
　幼児期の子どもたちに本当に必要なことは何で
しょう。たんぽぽこども園の教師が、日ごろの実践
の中から分かりやすく話します。
◆日　時　１０月２８日（金）１０：００～１１：３０
◆場　所　たんぽぽこども園（宮司浜３-６-８）
◆対　象　保護者
◆参加費　１,０００円
◆託児費　５００円　※１０月２１日（金）までに要予約
◆問い合わせ　賢治の学校ふくおかたんぽぽこど
も園　牧野さん　☎５２・０８８６
賢治の学校ふくおか 検索

◆子育てサロン「きっさこ」にどうぞ
　子育てサロン「きっさこ」と中学
校の家庭科の授業との連携が始ま
ります。授業で乳幼児との接し方
のレクチャーを受けた優しいお兄
ちゃんやお姉ちゃんが１０数人ずつ
交流に来てくれます。一緒に楽しく過ごしましょう。
ぜひ親子で参加ください。
◆日　時　１０月２０日（木）、２７日（木）、１１月
１０日（木）、１７日（木）、１２月１日（木）、１５
日（木）　１０：３０～１２：４５

◆場　所 　津屋崎中学校　多目的ホール
◆対　象 　乳幼児親子　※予約不要・無料
◆問い合わせ　NPO法人福間津屋崎子ども劇場
☎・FAX４３・０７１５
福間津屋崎子ども劇場 検索


