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新緑がまぶしい、さわやかな気持ちのよい季節になりました。 

園でも元気にこいのぼりが泳いでいます。今月も風になびくこ 

いのぼりに負けないくらい元気に楽しく過ごしましょう。 

  月 火 水 木 金 土 

  １ 2 3 （休館日） 4（休館日） 5（休館日） 

Ａ

Ｍ 

開館時間 

9：00～16：00  

ミニイベント･･･ 

開館日 11：30～12：00  

利用料：無料  

駐車料：100 円 

あっぷっぷ 

「こいのぼり作り」 

    憲法記念日 

     

    みどりの日 こどもの日 

Ｐ

Ｍ 

にっこにこ 

「こいのぼり作り」 

    

 7 8 9 10 11 12 

Ａ

Ｍ 

 にっこにこ 

「プレゼント作り」 

  西伊敷・花野子育てサロン 

 

 

Ｐ

Ｍ 

 あっぷっぷ 

「プレゼント作り」 

    

 14 15 16 17 18 19 

Ａ

Ｍ 

 あっぷっぷ 

「おさんぽ」 

 吉野地区子育てサロン 

1 歳半～2 歳未満

っこあつまれ 

坂元・伊敷台三愛子育てサロン 

子育て講座 

「穀物菜食クッキング」 

5 月生まれ

誕生会 

Ｐ

Ｍ 

 にっこにこ 

「おさんぽ」 

    

 21 22 23 24 25 26 

Ａ

Ｍ 

第１回 

はらっぱ運営委員会 

にっこにこ 

「6 月カレンダー

作り」 

たんぽぽ広場 

大明丘ふれあい子育てサロン 

川上サロン 

 

  

Ｐ

Ｍ 

 あっぷっぷ 

「6 月カレンダー

作り」 

    

 28 29 30 31 ＊生活保護、一人親で住民税非課税世帯は駐車

料も無料です。子育てに関する相談は随時受け

付けてます。 

◎図書の貸出しをおこなっています。１人３冊

２週間まで無料で貸し出しできます。 

◎昼食利用も受け付けております。１日限定５

組まで保育園の給食を利用できます。前日まで

の受付で、大人４００円・子ども３００円です。

是非ご利用下さい。       

Ａ

Ｍ 

 種まき 

あっぷっぷ 

「おさんぽ」 

  

Ｐ

Ｍ 

 にっこにこ 

「おさんぽ」 

  

 

◎利用の際のお願い：はらっぱは親子で自由に遊ぶ場です。親子が自主的に活動し子育てを体験したり、保育士に相談をしたり、はらっぱは

そのような皆様を援助し支えていきます。                                                                       

◎駐車場のお願い：車は決められた駐車場に必ず停車してください。川森歯科さんの駐車場には停めないようにご注意ください。（第一駐車

場の向かい側は川森歯科さんの駐車場です。） 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

子育てサロン・サークルの紹介 

子育てサロン・サークル

など 

日  時 活 動 内 容 場  所 参加費（駐車

場） 

西伊敷・花野地区子育てサロン

「のびのび」 

5 月 11 日（金） 

10:00～12:00 
親子でバルーンアート遊び 

西伊敷福祉館児童ルーム  

（西伊敷３丁目 16－７ 電話 229-5981） 

初回のみ 100 円

（無料駐車場有

り） 

たんぽぽ広場 
5 月 23 日（水） 

10:00～12:00 

サーキット・体を使って

遊ぼう 

北部保健センター 

（吉野町 3275-３-１Ｆ 電話 244-5693） 

１家族100円（無

料駐車場有り） 

吉野地区子育てサロン 5 月 17 日（木） 

10:00～11:30 

歯科衛生士の指導 吉野校区公民館（吉野小内）（吉野町 2472 

 電話 090-5476―7179、090-4998-3079） 

無料（無料駐

車場有り） 

大明丘ふれあい子育てサロン ５月 23 日（水） 

10:00～11:30 

身体測定・公園で遊ぼう 吉野福祉館２Ｆ和室（吉野町 2051-2  

電話 090-5476―7179、090-4998-3079 ） 

無料（無料駐

車場有り） 

坂元・伊敷台三愛子育てサロン 5 月 18 日（金） 

10:00～11:30 

保健センター講話 玉里団地保育園 

（玉里団地３丁目 30－6 電話 229-1263） 

無料（無料駐

車場有り） 

川上ふれあい子育てサロン 
5 月 24 日（木）

10:00～11:30 

おさんぽ 川上福祉館 （川上小ウラ） 

（川上町１７－２  電話２４３－４９０３） 

無料（無料駐

車場有り） 

 

☆出張子育て広場「あっぷっぷ・にっこにこ」 

あっぷっぷ…❤花野光ヶ丘第２公民館 

      （花野光ヶ丘 2丁目４１－４） 

第１・３・５火曜…10：00～12：00 

第２・４火曜…13：30～15：30 

にっこにこ…♪グリーンヒルズ集会所 

       （伊敷台 4丁目２９－２０） 

第２・４火曜…10：00～12：00 

第１・３・５火曜…13：30～15：30 

参加費：１家族２００円（予約はいりません） 

どなたでも参加できます。 

お友だちと誘い合っていらしてください。 

 

☆1 歳半～2歳未満っこあつまれ～ 

５月１７日（木）10：30～11：30 

場所：ふじヶ丘保育園 フリースペース 

１歳半～2 歳未満のお友だち親子同士ふれあい遊びやゲーム遊びな

ど楽しみ、一緒に楽しい時間を過ごしてみませんか？ 

 

 

☆５月生まれ誕生会 

５月 19日（土）11:30～12:00（予定） 

５月うまれのお友だちの誕生会を行いたいと思います。お子

さんが誕生児でない方もどうぞ参加下さい。みんなでお祝い

しましょう。 

 

☆子育て講座『穀物菜食クッキング』 

5月 18日（金）１０：３０～（10:15～受付） 

場所：西伊敷福祉館 調理室 

日ごろの食生活を考えて、食について学んでみませんか？穀物菜食の 

とりかたについて角屋敷まり子先生を講師に招いてクッキングした 

いと思います。 

参加費（実費）：500 円 要予約（８組限定）託児（要相談）  

＊申込はメール・電話その他直接職員へお申し出下さい。 

 

はらっぱだより 5 月号 

ごおう  

☆種まき 

5月 29日（火）10：30～11：30 

ふじヶ丘保育園 園庭 

お米作りのスタートです。保育園のお友だちと一緒にお米作

り体験しませんか？ 

☆第１回はらっぱ運営委員会 

「はらっぱ」では、少しでも利用しやすくしたり、鹿児島市全体をよ

りよい子育て環境にしたりする為に、スタッフ・地域の主任児童委員・

利用者代表での意見交換をする「はらっぱ運営委員会」を年３回実施し

ています。今年度第１回となる今回は下記の日程で開催いたします。日

頃思っていても伝える場がなかった意見を伝えてみませんか？コーヒ

ーやお菓子をご用意します。一人でもお友だちを誘ってのご参加でも構

いませんので、ぜひご参加ください。 

５月 21日（月）１０：30～12：00（１０：１５～受付）   

♪駐車場無料  ♪無料託児あります（はらっぱにて） 

♪場所：ふじヶ丘保育園（フリースペース） ※参加をしていただける

方はスタッフにお伝えください（電話でも OK です） 

 

mailto:メールアドレスharappa@joy.ocn.ne.jp
http://www.fujiho.jp/


 

 

 

 

♪♪ あそびにきてね！（各保育園からの情報） ♪♪ 

 

 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

絵本の紹介   

『ちいさなヒッポ』（偕成社）        

マーシャ＝ブラウン さく 

うちだ りさこ やく 

 

4月のはらっぱの様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               ☆子育て講座「体を使って遊ぼう～子どもの発育発達について」を予定して

います。日時：6 月 16 日（土）10：30～ふじヶ丘保育園フリースペースに

て            

☆6月は「1歳～1歳 5か月っこあつまれ～」を行う予定です。 

お楽しみに♥  

☆6月ははらっぱの第 1回目のリサイクルを行う予定です。  

園名（住所・電話） 日  時 活 動 内 容 参加費等（駐車場） 

あすなろ保育園 

（吉野 2 丁目 44-29 243-8973） 

5 月 9 日（水） 

5 月 1９日（土） 

10：00～11：30 

わくわくクラブ・・・お散歩しよう 

地域ふれあいクラブ・・・芋の苗植え 

＊どちらも事前予約  

無料 

（駐車場無料） 

白菊保育園「happy ちるどれん」 

（川上町 3754   243-7785） 

 問い合わせください 無料 

（駐車場無料） 

城ヶ丘保育園 

（川上町 3472  243-2932） 

月～金（午前中） 園庭開放 無料 

（駐車場無料） 

ほぴあこども保育園 

（吉野町 3735-1  294-5211） 

 問い合わせください 無料 

（駐車場無料） 

こまどり保育園「子育て広場」 

（西伊敷 2-1-2 220-9722） 

5 月 17 日（木） 

5 月 25 日（木） 

園庭で遊ぼう 

それぞれのクラスで遊ぼう  

無料 

（駐車場なし） 

くすの子保育園 

（小野 4 丁目 15-18 295-3233） 

5 月 19 日（土） 

10：20～11：00 

5 月 8 日（火） 

5 月 15 日（火） 

5 月 22 日（火） 

5 月 29 日（火） 

10：00～11：30 

移動図書館（くすの子保育園第 1 駐車場） 

 

楽しく親子で過ごし、お茶タイムでリラックス 

＊会場はさんＳｕｎルーム（小野 3 丁目 13－1） 

 

 

無料 

（駐車場 5 台分

10０円） 

☆ファミリー・リソース・翔（つばさ）【お問い合わせ 電話：099-229-5518 場所：西伊敷３－5－9】 

絵本の貸し出し・・水・木（AM11～PM13 時以外） 読み聞かせ・フリータイム（お茶・子育て等）も同時 OK  

☆グリーンコープの子育て広場フリースペース「あ･そ･ぼ」グリーンコープを利用されていない方も利用できますよ。 

【お問い合わせ 電話：099-218-8356（担当：新枦さん）場所：グリーンコープ本部１階（伊敷支所近く）】「あ・そ・ぼ」 

ランチ 300 円もあります 

･時間１０：３０～１３：４５・参加費：無料。車は南側トラック積み込み用駐車場にお願いします。トラックの出入りもありますので

お子さんより目を離さぬようお願い致します。親子が自由に遊べる空間です。サポーターが常駐していますので、お気軽に遊びに来て下さい。  

（内容）・５月 16日⇒のんびり遊ぼう・23 日⇒子育てマネー講座（要予約）・30 日⇒絵本を楽しもう             

☆コープかごしま「子育てひろば」【お問い合わせ 電話：099-286-1115（担当：加治佐さん）】 

◎誰でも参加できます。◎予約は要りません。開催時間内ならいつ来ていつ帰っても OK です。◎参加費１家族 50～１００円です。      

《 開催中の子育てひろば（鹿児島市内） 》＊開催日は変更になることがあります 

・ちびっこ元気くらぶ（紫原店）第２．４木曜日（10:30～14:00）・ちょこちょこ広場（西陵店）第３火曜日（10:30～13:30） 

・なかよしこよし  （谷山店）第１火曜日（10:30～14:00）  ・やんちゃ☆くらぶ（吉野店）第３火曜日（10:30～12:00） 

・すくすくぐんぐん（南谷山店）第４水曜日（10:30～14:00） ・ぴよっち広場（田上店）第３木曜日（10:30～14:00） 

・はぐはぐ☆ひろば（城西店）第 2 水曜日（10:30～13:00）  ・あらたん（荒田店）第 1 木曜日（10：30～12：00） 

・にこにこブンブン（宇宿店）第 3 月曜日（10：30～12：00） 

 

 

 

ヒッポはかばの子ども。 

いつもお母さんのそばにいます。お母さんといればこわいもの

はありません。 

ところがある日、ひとりで出かけたヒッポのしっぽにワニがか

みつき、水の中に引き込もうとしました！！ 

さぁ～たいへん！！ヒッポはどうなってしまうのでしょ

う・・・・ 

版画で描かれた動物たちを見ていると動物園へでかけたくなる

かもしれません♥ 

６月の予定 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

「のびのび子育てサロン」

バスタオルブランコ 

ゆ～らゆら♥ 

子育て講座「わらべうたベビーマッサージ」 

ママのやさしい声掛けとあたたかい手のぬ

くもりでう～っとりの赤ちゃんたち♥ 

「川上子育てサロン」 

こいのぼりを作りました！ 

かわいらしいこいのぼりが 

できました☆ 


