
 

●幼稚園で遊ぼう！子どもも保護者も一緒に交流しましょう 

 日時：①4月19日（水）午後1時半～2時半 

     ②4 月26日（水）午前9時半～10時半 

※毎月第2・4水曜日の9時半～10時半開催 

 場所：各市立幼稚園 

 対象：市内在住の1歳～3歳の幼児と保護者 

 申込み：当日直接各幼稚園 ※ＨＰも見てね！ 

 問合せ：高陽幼稚園 ☎262-8555 

       北幼稚園 ☎262-7800 

       加茂幼稚園 ☎263-6686 

 

子育て支援センターからのお知らせ 

    東羽衣・・・４月３日（月）より始まります 

    愛児園・・・４月３日（月）から始まります 

    綾園・・・４月４日（火）から始まります 

 

          
                                 

 

                                                                   

東羽衣こども園子育て支援センター   ☎262-0920 

 

                   

 

                              

 

                                                                                                                             

                                             

                                                             
 
 

                              

                          

                           

 ●4月の育児講座 

「小麦粉粘土であそぼう」 

日時：4月24（月） 10時～11時 

場所：東羽衣子育て支援センター 

対象：1歳半～就学前の乳幼児と保護者 

定員：15組        

持ち物：おしぼり 

申込み：4月17日（月）から定員になるまで 

（受付10時～16時）電話または直接来園にて 

申し込んでください 

※当日午前のフリースペースはお休みします。 

 

 

●ランチ体験 

   保育園で、どんな給食をたべているのかな？           

日時：5月24日（水）10時～11時30分    

場所：東羽衣子育て支援センター 

対象：1歳半～就学前の乳幼児と保護者  定員：15組        

費用：300円（子ども1人まで300円、子ども2人の場合100円追加） 

メニュー：夕焼けご飯・高野豆腐の卵と・田舎汁・デザート 

持ち物：おしぼり・食事用エプロン（必要な方） 

申込み：5月17日（水）から定員になるまで。 

     電話または来園にて申込んでください 

      （受付１０：００～１６：００まで） 

 ※アレルギー除去食のご用意は出来ません。 

 ※1歳半未満のお子様を連れての参加はできません 

 ※当日午前のフリースペースはお休みします 

 

●園庭開放・親子教室「すくすく広場」・フリースペース  

 園庭開放・・・4/24（月）5/1（月）8（月）15（月）22（月）29(月)  時間10時～11時 ＜雨天中止＞ 

     対象：就学前の乳幼児と保護者  募集30組（先着順） 

 フリースペース・・・4/27（水）5/18（水）  時間10時30分～11時30分 

     対象：0歳～2歳の幼児と保護者 15組（先着順） ・費用 傷害保険料1人20円は各自負担 親子で40円 

 

 ●赤ちゃんの栄養相談  

日時：5月16日（火） 10時～11時30分 

場所：市役所別館3F （赤ちゃん広場内） 

対象：１歳までの乳児と保護者 

申込み：不要 （10:30まで受付） 

 

 ●子育て講座「子どもの心と生活によりそって」 

日時：5月26日（金）10時～11時30分 

場所：高石市役所別館 ３階  

申込み：不要 

講師：山本志保美さん 

対象：就学前の乳幼児と保護者 

    および関心のある方              ●さつま芋を育てよう  

日時：6月15日(木) 10：00～ 苗植え 

※収穫（9月下旬）まで、月に数回水やり草抜きなどのお世話をします 

場所：綾園第一健幸コミュニティ農園（高南中学校前） 

 募集：12組（先着順。ただし、初回の方を優先します) 

対象：2歳過ぎ～就学前の乳幼児と保護者 

申込み ：5月15日（月）～26日（金）までに、 

           お電話または、直接お申し込みください 

●①「歯科相談」  ②「栄養相談」 

     （あそびの広場内） 

 日時：①4月13日（木） ②4月27日（木） 

    午後2時30分～4時30分           

 場所：市役所別館3F ①持ち物：ハブラシ 

 対象：就学前の乳幼児と保護者 

 申込み：不要 （16：00まで受付） 

 
 
          ●赤ちゃんと遊ぼう                                   

日時：4月21・28日（金）/5月19日（金） 10時～11時30分    

※全回参加できる方 （兄姉の参加はご遠慮ください）            

場所：市役所別館3階 和室                 

 募集：3ヶ月～1歳までの乳児と保護者12組 

（応募多数の時は抽選）                                 

申込み：4月3日（月）～4月14日（金）までに電話で申込み 

※上記以外いずれも 

 対象：就学前の乳幼児と保護者  

 場所:南海愛児園子育て支援センター 

 

 電話申込み可  

南海愛児園子育て支援センター   072-265-3210 

 ●健康講座 若々しい姿勢づくりと体操       

日時：4月26日（水） 午後1時半開始（約1時間半）   

場所：中央公民館 

講師：中尾 範雄さん（高石市役所・理学療法士） 

    小森 喜義さん（高石市役所・作業療法士） 

定員：30名（先着順） 

一時保育あり 未就学児先着５名（事前申込制） 

    無料 

対象：市内在住・在勤・在学の方 

申込み：3月29日（水）9時から中央公民館で受付   

      （電話申込み可） 
 

中央公民館 ☎265-6422 月曜日の午後・火曜日・祝日は休館 

★No.４３★ 

2017年4月発行 

綾園保育所子育て支援センター  ☎ 072-263-2477 

●４月の保健相談 

 「母子手帳を参考にしてますか？」 

 日時：4月20日（木） 

●5月の保健相談「未定」 

 日時：5月18日（木） 

 

 ※時間：10時～11時 

  場所：東羽衣子育て支援センター 

  対象：就学前の乳幼児と保護者 

  講師：小間 あゆみさん（保健師） 

  申込みは不要   

  直接会場へお越しください 

●5月の育児講座  

  「絵本劇場を楽しもう」 

 日時：5月15日（月）  

     11：00～11:50 

 場所：東羽衣子育て支援センター 

 講師：福音館書店現地講師 

 対象：就学前の乳幼児と保護者 

 申込みは不要  

    直接会場へお越しください 

 

 羽衣公民館 265-3227 月曜日の午後・火曜日・祝日は休館 

 
 

                              

           

●なかよしクラブ《認定こども園加茂保育園》 

日時☆4月25日（火）・5月17日（水）   園庭あそび(申込み不要)  対象：就学前までの乳幼児   

       ☆5月24日（水） らっこぐみ＜手形・足形スタンプ、身体測定＞ 対象０歳～1歳までの乳児【定員先着15組】 

       ☆5月31日（水） こあらぐみ＜スタンプあそび・身体測定＞ 対象1歳～就学前までの乳幼児【定員先着15組】 

 各回とも 

時間：午前10時～11時 場所：認定こども園加茂保育園 

申込み：開催の10日前から、Ｆａｘ又はメール（kamohoikuen@gmail.com)で保護者名・子どもの氏名（ふりがな） 

生年月日性別・住所・電話番号を記入してください。（申込2回目からは保護者・子どもの氏名・生年月日のみ記入）   

 問合せ：認定こども園加茂保育園 242-7688/Fax 242-7689 
 

取石認定こども園 072-272-8188 FAX 072-272-8288 

※園庭あそびは雨天の場合は 室内あそびになりすます 

  ●ゆめの人形劇  (乳幼児向け） 

 日時：5月14日（日） 

 午前10時３０分開演（約45分） 

「おおさわぎやさいのえんそく」 

「はみがきするもん！」他 

 場所：羽衣公民館 

 出演：人形劇団「ゆめ」  

 費用：無料 

 定員：５０名（申込み先着順） 

 申込み：4月12日（水）9時から 

 羽衣公民館で先着順受付 

     （電話申込可）  

●いつでもどこでも 

   子どもと遊べる方法 

 日時：5月12日（金）  

     11時～１2時   

 講師：北村 先生  

  申込み：前日までに支援センターへ 

●なかよしサーキット 

    日時：4月12日（水)  10時～11時 

  申込み不要 
 

●ハンドマッサージ  

 ～ハンドマッサージでリラックス～ 

  日時：4月26日（水） 10時～11時   

  申込み：前日までに支援センターへ 
 

●楽しくシェイプアップヨガ  

簡単なエクササイズで無理なく 

楽しくシェイプアップしましょう。 

食生活の話も聞けますよ。                 

 日時：5月24日（水）10時～11時  

 講師：カタオカ マリコ先生  

 申込み：前日までに支援センターへ 

 

●うさぎさん広場（作って遊ぼう） 

 毎週（木）10時～11時 

 申込み：不要              

 4/6  シールペタペタあそび 

 4/13 春のぬりえ 

 4/20 5月の壁面飾り 

     大きなこいのぼりを作ろう 

 4/27 貼り絵  こいのぼり 

 5/11 広告あそび 

 5/18 カード作り 

 5/25 6月の壁面制作 かたつむり 

高石市立幼稚園 親子見学会 

  ●綾園保育所  春の育児教室 

日程：5月18日・25日 6月1日・8日・15日(木) 

計5回 

時間：午前10時～11時30分 対象：2歳～3歳の 

幼児と保護者 

申し込み：4月5日（水）～4月27日（木）まで 

問合せ：綾園保育所  ☎263-1166 

    ●愛児園・東羽衣   

合同イベント  「なかよしパーク」  

～広いホールで 

         のびのび遊ぼう！

～ 
 

 日時5月19日（金） 10時～11時    

 場所：南海愛児園 2Fホール   

 対象：１歳から就学前の  

          乳幼児と保護者 

 申込み：不要   

●栄養講座 大丈夫？その食事 

～生活の質を落とさないために～ 

日時：4月14日（金） 13時半～15時 

場所：羽衣公民館 

講師：北脇 盛吉（きたわき しげよし） 

募集：２0名（申込み先着順） 

※一時保育 事前申込制 先着5名 

参加費：無料 

申込み：3月17日（金）9時より 

     羽衣公民館にて、先着順受付 

    （電話申込み可） 

●♪親子であそぼう♪   

     リズムに合わせて楽しく体操 

 日時：4月20日（木） 午前10時開始（約1時間15分） 

 場所：千代田公民館 

 講師：河野 宏美さん（こうのひろみ） 

 対象：1歳から就学前の幼児とその家族 

     （市内在住・在勤の方優先） 

 募集：親子15組 

 申込み：3月22日（水）9時より千代田公民館にて受付 

    （電話申込み可） 
※持ち物：タオル・上靴・お茶 

           （動きやすい服装でお越し下さい） 

  

千代田公民館 ☎264-0886 月曜日の午後・火曜日・祝日は休館 

●あれこれ相談日（10：00～12:00） 

 ♪赤ちゃん広場 4月4日・5月2日 

  毎月・第１（火）  （市役所別館 3階） 

♪とろしプラザ内4月14日偶数月・第2（金） 

  （とろしプラザ １階 多目的ホール） 

♪オープンスペース5月15日奇数月・第3（月） 

   （綾園保育所子育て支援センター） 

親子教室「すくすく広場」・・・４/20(木）・5/11(木）・25（木）の3回

時間10時～11時30分 対象：2～3歳の幼児と保護者 

募集15組 申込み4月7日（金）必着 往復はがき又はＦＡＸで子

どもと保護者氏名（ふりがな）、生年月日、性別、住所、電話番

号、返信用ＦＡＸ番号を記入し、取石認定こども園まで 


