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おもちゃ

エコエコ
こど
もにやさしい

引っ張って歩こう編

問い合わせ
花見保育所
☎４２・２１０９

●空き箱
●布、または包装紙など
●ひも

引っ張り
ボックス
引っ張り
ボックス
引っ張り
ボックス
引っ張り
ボックス
引っ張り
ボックス
引っ張り
ボックス

用意するもの

作り方
箱にいろいろな物を入
れるのも大好き、箱を
引っ張って歩くのも大
好き。楽しみながら、歩
行が安定してきますよ。

①箱に布（紙）などを貼る
②ひもを通す穴を開ける
③（身長に合わせて）ひもをつける

ぷくぷくおしゃべりかふぇで、楽しく子育て！
ぷくぷくおしゃべりかふぇは、「福津市に越してきたばかり

で子育て情報や市内の情報を知りたい」「初めての子育てなの
で、他のママたちや先輩ママにいろいろ聞きたい」「ママ友と出
会いたい」「幼稚園や保育園のことを知りたい」「どんな子育てサ
ロンやサークルがあるの？」「孫を育てているんだけれど、若い
ママたちに聞きたい」などなど、さまざまな情報を知ることが
でき、ママ友とも出会える場です。 お茶やお菓子を楽しみなが
らおしゃべりしましょう。 気軽に参加ください。
※予約は不要ですが、初めての人優先です。

◆日　時 ６月３０日（木）、７月７日（木）
１０：３０～１２:００

◆場　所 ふくとぴあ２階　わく
わくルーム

◆参加費 無料
◆託　児 有り。 無料（同室託児）
◆問い合わせ 吉永さん
☎０７０・５４００・６５９６
メール　info@puk-puk.jp
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ぷくぷくおしゃべりかふぇを紹介します。

ぷくぷくおしゃべ
りかふぇ

▲

▲託児風景

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。

7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

●七夕さま
   笹飾りを作ってお願い事をしましょう。

●シャボン玉遊び
   親子でシャボン玉を作って遊びましょう。

●どろんこ遊び
   どろだんご・カッププリン・ペタペタ、ドロドロ、夏ならではの遊びを楽しみましょう。

●七夕飾り作り
   素敵な飾りを作りましょう。

●絵の具遊び
   絵の具で何ができるかな？

●元気っ子（２歳以上）
　新聞紙を使って親子で元気に遊びましょう。

●水遊び
   水の感触を楽しみましょう。

●水遊び
   ワイワイ・パシャパシャ、ぬれたって平気！

●フィンガーペイント
   絵の具の不思議で楽しい感覚を楽しみましょう。

津屋崎保育園
☎５２・１２０９

大和保育所
☎４３・１０３３

花見保育所
☎４２・２１０９

上西郷幼稚園
☎４２・３５０２

神興幼稚園
☎４２・２１０７

ふくとぴあ
健康プラザ

東福間保育所
☎４２・２１０３

福間保育所
☎４２・０４７１

真愛保育園
☎４３・５３０５

７月　１日（金）
１０：００～１１：００

７月　５日（火）
10：００～11：00

７月　５日（火）
１０：００～１１：００

７月　５日（火）
１０：３０～１１：３０

７月 １２日（火）
１０：３０～１１：３０

7月 １２日（火）
１０：１５～１１：３０

７月 １９日（火）
１０：００～１１：００

７月 １９日（火）
１０：００～１１：００

７月 １９日（火）
１０：００～１１：３０

※要予約　２５組

※要予約　１０組　２歳以上

※要予約　２０組　２歳以上

汚れてよい服装で参加しましょう

着替え一式、体拭きタオル、
帽子、お茶

着替え一式、体拭きタオル、
帽子、お茶

着替え一式、体拭きタオル、
帽子、お茶

※要予約:前日まで受け付け
子育て支援センター　☎３５・８３８２ 　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

　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　７月１４日（木）　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（６００円）　にぎにぎ人形（６００円）

　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

手作り人形の会
子育て中のママ・パパ対象

なかよしサロンなかよしサロン

おねがい会員募集
ファミリー・サポート・センターふくつ

　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
手伝いをいたします。講習会を受けたあとに会員証交付を行います。
◆日　　時　７月２日（土）　１０：００～１２：００
◆場　　所　ふくとぴあ　◆受付期限　６月２７日（月）　　　　
　※まかせて会員との交流会もあります。

ゆったりたっぷり子育て学習会
オムツからパンツへ・・・排せつの習慣

　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。
◆日　　時　７月２１日（木）　１４：００～１５：００
◆場　　所　ふくとぴあ
◆定　　員　１５人（先着順）　※託児はありません

ゆったり楽しん ＤＥ クッキング
夏野菜を使った保育所の人気メニュー

　旬の夏野菜を使った保育所給食の調理実習です。お子さん
と一緒にママ・パパ、腕を振るってみませんか？！
◆日　時　７月２８日（木）　９：３０～１３：００
◆場　所　ふくとぴあ
◆定　員　１５組　（４歳以上の子どもとその保護者）
◆材料代　子ども１人２００円　大人１人４００円　
◆託　児　１人３００円（要予約）　◆講 師　公立保育所調理員
◆申　込　子育て支援センター　☎３５・８３８２

　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　 ７月１５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（部品代金別途負担） 

みんなで作ると楽しいね
!

いい匂いがするね！
クッキングの様子

▲

◆森のムッレ教室
スウェーデン生まれの幼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ます。
◆日　時 ７月３日(日）、７月２１日（木）
１０：００～１２:００

◆場　所 わかたけ広場
◆対　象 ５・６歳児（親も参加
できます）※要送迎

◆参加費 子ども1人５００円
（野外食含む）

◆申込・問い合わせ
宮本さん　☎・FAX４３・１０５２

◆瑞宝太鼓「希望し、努力し、感謝して生きる」
力強く優しく心に響く太鼓の演奏をお楽しみく

ださい。
◆日　時 ７月１０日（日）
①１５:００～１６:００
②１８:３０～１９:３０　
◆場　所 市中央公民館ホール
◆対　象 乳幼児～大人
◆参加費    問い合わせください
◆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

福津市ぷくぷく 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。

●
JR福間駅

●

●

●

●

●

●
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」

手光太郎丸
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