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７月・・・梅雨が明けるといよいよ夏本番ですね。夏は、 

泥んこ遊び、水遊びと好奇心を刺激する遊びが盛りだくさん 

です。たっぷり遊んだ後はゆっくり身体を休めるようにし、 

静と動のバランスをほどよく取っていきましょう。       

  月 火 水 木 金 土 

 ２ ３ ４ ５ ６ ７ 

Ａ

Ｍ 

水遊び あっぷっぷ 

「七夕飾り作り」 

あいがも放鳥 あいがも放鳥 

(雨天時） 

七夕 

西伊敷・花野子育てサロン 

水遊び 

Ｐ

Ｍ 

 にっこにこ 

「七夕飾り作り」 

プール遊び    

 ９ 10 11 12 13 14 

Ａ

Ｍ 

水遊び にっこにこ 

「片栗粉遊び」 

  ７～11ヶ月っこあつまれ 

坂元・伊敷台三愛子育てサロン 

水遊び 

Ｐ

Ｍ 

 あっぷっぷ 

「片栗粉遊び」 

プール遊び    

 16（休館日） 17 18 19 20 21 

Ａ

Ｍ 

   海の日 あっぷっぷ 

「水遊び玩具作り」 

 吉野地区子育てサロン ７月生まれ誕生会 水遊び 

Ｐ

Ｍ 

 にっこにこ 

「水遊び玩具作り」 

プール遊び    

 23 24 25 26 27 28 

Ａ

Ｍ 

水遊び 

2～６ヶ月っこあ

つまれ 

にっこにこ 

「８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 

 

 水遊び 

Ｐ

Ｍ 

 あっぷっぷ 

「８月カレンダー作り」 

プール遊び    

 30 31 開館時間…９時～１６時 ミニイベント･･･開館日 AM11：30～12：00 利用料：無料 駐車料：

100 円＊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。◎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。） 

Ａ

Ｍ 

子育て講座 

「生の音楽を聴こう」 

 

あっぷっぷ 

「水遊び」 

Ｐ

Ｍ 

 にっこにこ 

「水遊び」 

 

 

  

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」 

7 月 6 日（金） 

10:00～11:30 

七夕飾りを作って 

おうちに飾ろう 

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 
7 月 25 日（水） 

10:00～12:00 
夏祭り 

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 ７月 19 日（木） 

10:00～11:30 

お母さんの手作り 

初挑戦⁈ 

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 7 月 25 日（水） 

10:00～11:30 

キラキラいい香りを 

作ろう 

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 7 月 13 日（金） 

10：00～ 

親子遊び 

ふれあいヨガ 

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 
7 月 26 日（木）

10:00～11:30 

なつまつり 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） 

はらっぱだより７月号 

ごおう  

☆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。 

 

☆０歳っこあつまれ～ 

７月 13日（金）…7～11 ヶ月のお子さんとその保護者 

7月 23日（月）…２～６ヶ月のお子さんとその保護者 

時間・・・10：30～11：30 

場所：ふじヶ丘保育園 フリースペース 

同じくらいの月齢のお子さん親子同士ふれあい、おしゃ 

べりして一緒に楽しい時間を過ごしてみませんか？ 

 

 

☆７月生まれ誕生会 

７月 20日（金）11:30～12:00（予定） 

7 月生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『生の音楽を聴こう』 

７月 30 日（月）10:30～（10:15～受付） 

場所：ふじヶ丘保育園 フリースペース 

毎日頑張っている育児や家事、ちょっと手を休めて音楽

に耳を傾けてみませんか？きっと癒されるでしょう♥ 

親子一緒に目の前で木管楽器（クラリネット）の音色に

癒され、楽しい時間を過ごしましょう。 

 参加費（実費）：無料   

 

☆プール・水遊び 

7 月より待ちに待った「プール・水遊び」が始まります。 

＊毎週水曜日午後 2 時～3 時（大きなプールでのプール遊び） 

＊毎週月・土曜日午前 10 時半～11 時半 

（家庭用ビニールプールやたらい・衣装ケースでの水遊び） 

となっています。時間や内容を見てご自由にご参加して

ください。 

 

☆あいがも放鳥 

７月４日（水） 

10：00～ 

橋口さんの田んぼ 

（詳細は直接職員へ） 

☆七夕 

７月６日（金） 

10：00～11：30（予定） 

保育園児と一緒に短冊等製作し、

大きな笹に飾りつけします。 

 

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


 

６月のはらっぱの様子 

 

 

 

♪♪ あそびにきてね！（各保育園からの情報） ♪♪ 

 

 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

絵本の紹介   

『ありの あちち』（福音館書店）        

さく：つちはし としこ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               ☆子育て講座「親子おやつクッキング」8月 1日（水）10：30～西伊敷福

祉館・調理室で行います。限定 8組となっています。お子さんと一緒にお

いしいおやつ作りませんか？ 

             ☆子育て講座「生の音楽を聴こう第 2弾」を行う予定です。日程につきまし 

てはＨＰなどをご覧ください 

             ☆来月は「2歳以上っこあつまれ～」を行う予定です。 

お楽しみに♥  

 

 

 

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） 

7 月７日（土） 

７月 25 日（水） 

10：00～11：30 

地域ふれあいクラブ・・・染め紙遊び 

わくわくクラブ・・シャボン玉遊び 

＊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～土（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） 

7 月 21 日（土） 夏祭り（詳細はお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） 

7 月 5 日（木） 

7 月 19 日（木） 

それぞれのクラスで遊ぼう  

水遊び 

無料 

（駐車場なし） 

くすの子保育園 

（小野 4 丁目 15-18 295-3233） 

７月 7 日（土） 

10：20～11：00 

７月 3 日（火） 

７月 1７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：森崎さん）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）・7 月 11 日⇒七夕飾りを作ろう・25 日⇒添加物学習会＊要予約             

☆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） 

 

 

 

 

 

来月の予定 

 

ありさんが、いいにおいにつられてテーブルの上にやってきました。 

バナナのすべり台で遊んで、まるくてかたいものをなめて「からい」・・・

次に、あま～いビスケットをたべていると・・・・しゅう しゅう音を

たてているやかんに気をひかれ、台所へ・・・・思わず熱いやかんにさ

わって「あちちあちち」と逃げましたが・・・。 

ありさんも元気に活動する夏。どこかで「あちち」に会えるかもしれ

ませんね♥ 

 

「父の日のプレゼント作り」 

大好きなパパに 

メッセージ入りの小物入れ

♪ 

「片栗粉遊び」 

ニュルニュルだ～ 

気持ちいい～ 

「カレンダー作り」 

あじさいの花がとても上手

にできました☆ 


