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ジメジメした梅雨の季節、こんなときこそ楽しいことを見つけ 

ましょう。体調崩しやすい時期でもあります。元気に楽しく 

過ごしましょう。 

 

  月 火 水 木 金 土 

     1 2 
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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。）      

西伊敷・花野子育てサロン 
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1 歳～１歳半っこあつまれ あっぷっぷ 

「時計作り」 
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 にっこにこ 

「時計作り」 
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 にっこにこ 

「父の日プレゼント作

り」 

支援センター会議 

＊田植え〆切   子育て講座 

「体を使っ

て遊ぼう」 
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第１回 

北部地域子育て支援関

係者連絡会議 

あっぷっぷ 

「父の日プレゼント作

り」 
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 あっぷっぷ 

「７月カレンダー作り」 

６月生まれ誕生会 

＊あいがも放鳥〆切 吉野地区子育てサロン 

 

とりかえっこリサイクル 

坂元・伊敷台三愛子育てサロン 
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 にっこにこ 

「7 月カレンダー作り」 
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 にっこにこ 

「サーキット遊び」 

たんぽぽ広場 

大明丘ふれあい子育てサロン 

田植え 

川上サロン 

 

＊七夕〆切  
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 あっぷっぷ 

「サーキット遊び」 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

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」 

6 月 1 日（金） 

10:00～12:00 

歯科衛生士さんに学ぶ 

「子どもの歯」 

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 
６月 27 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 ６月 21 日（木） 

10:00～11:30 

ぼくのわたしの七夕作り 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 ６月 27 日（水） 

10:00～11:30 

ベビーマッサージ 

新聞紙で遊ぼう 

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 ６月 22 日（金） 

10:00～11:30 

人形劇 

「いっすんぼうし」 

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 
６月 28 日（木）

10:00～11:30 

七夕飾り作り 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） 

 

☆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～１歳半っこあつまれ～ 

6月４日（月）10：30～11：30 

場所：ふじヶ丘保育園 フリースペース 

１歳～１歳半のお友だち親子同士ふれあい遊びなどを楽しみ、一緒

に楽しい時間を過ごしてみませんか？ 

 

 

☆６月生まれ誕生会 

６月 19日（火）11:30～12:00（予定） 

６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『体を使って遊ぼう』 

6月 16日（土）１０：３０～（10:15～受付） 

場所：ふじヶ丘保育園 フリースペース 

男性保育士と思い切り体を使って遊び、子どもの発達・発

育を考えてみませんか。大胆な遊びをするのでパパ大歓迎

です♪パパ・ママ一緒に大いに楽しみましょう。イクメン

パパ！！お待ちしています！！ 

        参加費（実費）：無料    

＊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６月号 

ごおう  

☆田植え 

6月 27日（水）10：30～11：30 

有機農家橋口さんの田んぼ 

（詳細は職員にお尋ねください） 

保育園のお友だちと一緒に田植えの体験をしま

せんか？ 

☆第１回はらっぱとりかえっこリサイクル 

６月 22 日（金）9：０0～1６：00 

場所：ふじケ丘保育園 フリースペース 

「リサイクル（とりかえっこ）」を行いたいと思います。

ご家庭で小さくなってしまった子ども服や靴・子ども用

のおもちゃ（ぬいぐるみは遠慮します）・ベビーカーやラ

ック・その他の赤ちゃん用品・また着なくなった大人の

服などお持ちください。飲食物はご遠慮ください。この

機会にお子さんの洋服をとりかえっこしましょう♪何か

ありましたら職員までお声掛けください。 

 

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   

『おでこにピツッ』（福音館書店）        

三宮 麻由子 ぶん 

斉藤 俊行  え 

 

 

 

５月のはらっぱの様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               ☆子育て講座「生の音楽を聴こう」を予定しています。 

日時：7月 30日（月）10：30～ふじヶ丘保育園フリースペースにて            

☆７月は「0歳っこあつまれ～」を行う予定です。 

お楽しみに♥  

☆「あいがも放鳥 7/4」や「七夕 7/6」もあります。参加されたい方は 

ご連絡ください。  

 

 

 

 

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） 

６月 13 日（水） 

６月 23 日（土） 

10：00～11：30 

わくわくクラブ・・感染症・離乳食について（保健師） 

地域ふれあいクラブ・・・おはなし会 

＊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） 

６月 7 日（木） 

６月 21 日（木） 

シャボン玉 

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） 

６月 2 日（土） 

10：20～11：00 

６月５日（火） 

６月 12 日（火） 

６月 19 日（火） 

６月 26 日（火） 

10：00～11：30 

移動図書館（くすの子保育園第 1 駐車場） 

 

新聞紙あそび 

カレンダーを作ろう 

トンネル遊び 

ベビーマッサージ 

＊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）・６月 13日⇒キットパスで楽しくぺったん・20 日⇒アロマで虫よけスプレー作り（要予約）・27 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） 

 

 

庭で遊んでいた男の子のおでこに雨がピツッ。 

次に地面にツプッ、葉っぱにパツッ。 

雨はだんだん強くなり、いろんな音をたてて降ってきます。 

雨の降りはじめから止んでいくその時間の流れを雨の音だけで

表現してあり、雨の当たるものによって、まるで違う音をかな

でる様子に、雨の音がこんなに豊かで楽しいものだったのかと

気づかされる絵本です。 

雨降りの日、子どもたちと一緒に「雨の音」を探してみるのも

いいですね。 

７月の予定 

 

 

 

 

「子育て講座 穀物菜食クッキング」

ママたち真剣にお勉強！おいしい      

ご飯できました 

「のびのび子育てサロン」 

大好きなママとふれあい遊び 

とても嬉しそうでした♥ 

「プレゼント作り」 

母の日へ向けて親子で記念

に手形を使って製作☆ 


