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おもちゃ

エコエコ
こど
もにやさしい 　秋の実で遊ぼう編

問い合わせ
大和保育所
☎４３・１０３３

マラカス
ゲーム
マラカス
ゲーム
マラカス
ゲーム
マラカス
ゲーム
マラカス
ゲーム
マラカス
ゲーム

何げなく捨ててしまっている卵パックがこんなに楽しく大変身!ゲームにもなります。

卵パックを開きます。
ドングリ10個をパッ
クのみぞに入れます。
※ドングリがないとき
は、折り紙を丸めて
セロハンテープで
止めたり、アルミを
丸めてボールにし
ても楽しいよ!
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●用意する物…卵パック、紙テープまたはリボン、ドングリ 10個、ホチキスまたは木工用ボンド

1 マラカスの中身を
作ります。 周りをしっかりとホチキスで

止めます。周りにボンドをつ
けても大丈夫です。
容器の周りをビニールテー
プで囲んで、けがをしたりし
ないようにする配慮もお願
いします。

折り紙やシールを貼る
とまたきれいです。ドン
グリ10個をみぞの中に
1個ずつ入れるゲーム
もできて楽しいよ!

ふたをします。

ホチキスで
紙テープを
止めます

折り紙やシール

　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

ゆったりたっぷり子育て学習会

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　1２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）

　世代間交流を目的として、ふれあい親子教室を開催します。 
◆日　時　１２月３日（土）　１０：００～１５：００
◆場　所　ふくとぴあ　ワークプラザ
◆対　象　未就学児の保護者
◆講　師　シルバー人材センター
◆定　員　１５人（先着順）
◆材料代　３，２００円
◆申　込　市シルバー人材センター　☎４３・６５４１

子ども用木製箱型いすをつくろう

　「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　１２月８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

親子で遊ぼう  ふれあいタイム
　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　①平成２４年１月１２日(木）・１月１９日(木）冬の運動会
②１月２６日(木）・２月２日(木）伝承遊び　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　６０組（４グループに
　分かれて）　※要予約

おもちゃ病院おもちゃ病院
ニスを
塗って
完成！

秋のふれあい

タイムの様子

　かわいい花を自由に挿してすてきなリースを作って見ませんか？
◆日　時　１２月１９日（月）　１０：００～１２：００
◆場　所　ふくとぴあ
◆講　師　河邉　美佐枝さん
　（フラワーアレンジメントデザイナー）
◆定　員　２０組（要予約）
◆託　児　１人３００円（１５人）　１２月１２日（月）までに要予約
◆材料代　１，５００円　◆持って来るもの　花ばさみ

学んできらっ！ママ・パパ講座
リース作り（生花）deリフレッシュ！

シルバー人材センター・子育て支援センター共同企画 寝かしつけの大切さ

すてき
な

リース
が

できまし
た

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。
※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。

12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

●手作りおやつ
   いろんな形のクッキーを作りましょう。

●ままごと遊び
　お料理ごっこ、お人形さんごっこ。ままごと遊びを楽しみましょう。

●クリスマスの飾り作り（２歳以上）
   身近な物を使って、飾りを作りましょう。

●クリスマス飾り作り(２歳以上)
   すてきなクリスマスの飾りを作りましょう。

●クリスマス飾り作り(２歳以上)
   親子で飾り作りを楽しみましょう。

●フラワーアレンジメント
   フラワージャムさんによるクリスマスのかわいいアレンジ。

●もちつき大会
   みんなでもちつき＆おもちパーティーを楽しみましょう。

●お楽しみ会（サンタさんがやってくる）
   優しいサンタさんがやってきますよ！

大和保育所
☎４３・１０３３

花見保育所
☎４２・２１０９

東福間保育所
☎４２・２１０３

福間保育所
☎４２・０４７１

上西郷幼稚園
☎４２・３５０２

津屋崎保育園
☎５２・１２０９

真愛保育園
☎４３・５３０５

神興幼稚園
☎４２・２１０７

１２月  ６日（火）
１０：0０～１１：３０

１２月　６日（火）
１０：００～１１：００

１２月１３日（火）
10：00～11：00

１２月１３日（火）
１０：００～１１：００

１２月１５日（木）
１０：３０～１１：３０

１２月１６日（金）
１０：００～１１：００

１２月１７日（土）
１０：００～１２：００

１２月２０日（火）
１０：３０～１１：３０

※要予約　10組

※要予約　１０組　
材料代：子ども1人100円
エプロン・三角巾持参

※要予約　２０組　
10分前に入場しましょう
参加費　２００円

親子共、エプロン・三角巾・食器・箸
お茶持参

※要予約　３０組
参加費　５０円

◀

わくわくプレー
パーク

わくわくプレーパークを紹介します。

　子どもと大人の冒険遊び場「わくわくプレーパーク」は、子どもが
遊びをつくる、子どもが主役の遊び場です。子どもたちが五感を使っ
て土

つち

・水
みず

・火
ひ

・木
き

に触れ、人と関わりながら遊び、生きる力を育む
ことを支えます。火を使って食べたいものを作ったり、穴を掘ったり、
砂山に水を流したり、落ち葉や石ころで遊んだり、木や竹など自然
の素材で何か作ったり、段ボールでヒミツ基地を作ったり。「自分の
責任で自由に遊ぶ」をモットーに、禁止事項をなくして自由に遊べ
るわくわくプレーパークは、毎週昭和公園で開催しています。赤ちゃ
んからおじいちゃん、おばあちゃんまで３世代が交流できる遊び場
です。時間内ならいつ来ても帰っても自由です。気軽に遊びにきて
ください。九州で初めて街区公園へ常設となり県内外からの視察も
多く、テレビやラジオでも放送されました。
◆日時　１１月２０日（日）、２６日（土）、１２月３日（土）、１０日（土）、
１７日（土）、１８日（日）、２４日（土）、２５日（日）
　１０：００～１５:００
　※幼児は保護者と参加ください。
豚汁用野菜少し・おわん・箸をご
持参ください。

◆問い合わせ　ふくま郷づくりの会＆ 
　わくわくプレーパーク福津　佐伯さん
　☎０９０・５０８０・３５８１
わくわくプレーパーク 検索

第82回

◆創作歌舞伎「髪
かみかざり

飾不
ふ し ぎ の

思議仕
からくり

掛」（前進座）
　子どもでも楽しめる歌舞伎ならではのスリリング
な物語、 さまざまな仕掛けが鮮やかな舞台。
●日　時 １２月７日(水）
　１８：４５～（３０分前開場・上演1時間４５分）
●場　所　古賀市リーパスプラザ
●対　象　幼児親子～大人
●参加料　詳しくは、問い合わ
せください。
●申込・問い合わせ 　NPO法
人福間津屋崎子ども劇場
 ☎４３・０７１５

　子どものための生の舞台芸術を親子で楽しみま
せんか？
◆おひさま劇場（人形劇団クラルテ）①キジクティク・
キジクティク②ゆうかんな山羊アナイ真っ白な
雪の世界と春の訪れをファンタジックに表現し
た人形劇と勇気をもらえる人形劇。

●日　時 １２月３日（土）　１０ :４５（１５分前開場）
上演５０分

●場　所　市中央公民館２
階　研修室

●対　象　乳幼児親子
●参加料　詳しくは、問い
合わせください。

福間津屋崎子ども劇場 検索


