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暖かな春の風に吹かれ、201９年度のスタートです！ 

今年度もたくさんの親子とふれあい楽しく過ごしながら、 

お子さんの成長を共に見守り、喜んでいきたいと思います。 

 

  月 火 水 木 金 土 

 １（休館日） 2 （休館日） 3 4 5 6 

Ａ

Ｍ 

新年度準備の為休館 新年度準備の為休館 手形・足形ぺったん    

Ｐ

Ｍ 

      

 8 9 10 11 12 13 

Ａ

Ｍ 

 にっこにこ 

「はじめましての会」 

 0 歳っこあつまれ 西伊敷・花野子育てサロン 

 

 

Ｐ

Ｍ 

 あっぷっぷ 

「はじめましての会」 

    

 15 16 17 18 19 20 

Ａ

Ｍ 

ハイチーズ！ あっぷっぷ 

「5月のカレンダー作り」 

 

たんぽぽ広場 

 

子育て講座 

「リラックスヨガ」 

吉野地区子育てサロン 

4 月生まれの誕生会 

坂元・伊敷台三愛子育てサロン 

オーラソーマ

（自分の色を

見つけよう） 

Ｐ

Ｍ 

 にっこにこ 

「5月のカレンダー作り」 

 

    

 22 23 24 25 26 27 

Ａ

Ｍ 

にこにこクラブ にっこにこ 

「こいのぼり作り」 

英語で遊ぼう 

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 

「こいのぼり作り」 

    

 29（休館日） 30（休館日）  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。 

ミニイベント･･･開館日 AM11：30～12：00 

Ａ

Ｍ 

   昭和の日     国民の休日  

Ｐ

Ｍ 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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」 

4 月 1２日（金） 

10:00～12:00 
親子体操・開所式 

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 
4 月 17 日（水） 

10:00～12:00 

手形アート 

成長記録をとろう 

北部保健センター 

（吉野町 3275－３－１Ｆ  電話 244-

5693） 

初回のみ１家族

100 円（無料駐車

場有り） 

吉野地区子育てサロン 4 月 18 日（木） 

10:00～11:30 

ミニミニこいのぼり作り 

開会式（自己紹介） 

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 ４月 24 日（水） 

10:00～11:30 

はじめの会 

自己紹介・大型絵本 

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 4 月 19 日（金） 

10：00～ 

2019 年度の始まりにあたって 

ふれあいタイム（こいのぼり製作） 

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 
４月 25 日（木）

10:00～11:30 

こいのぼり作り 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） 

 

はらっぱだより4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。 

お友達と誘い合っていらしてください。 

 

☆ハイ、チーズ！ 

4月 1５日（月） 

はらっぱを春一色に変えてバックにして記念写真撮り

ませんか？さぁどんなバックになるか、お楽しみに～☆ 

 

 

☆手形・足形ぺったん 

4 月３日（水） 

手形や足形を記念にとってみませんか？ 

どのくらい大きくなっていくか、お楽しみ☆ 

 

☆子育て講座『リラックスヨガ』 

４月１８日（木）10:30～（10:15～受付） 

場所：ふじヶ丘保育園 フリースペース 

家事・育児などの日頃の疲れをヨガをして、リラックス

しませんか？  講師：三月田真奈美氏 

 参加費（実費）：無料 要予約 （10組限定）  

＊申込はメール・電話その他直接職員へ申し出下さい。 

 

☆4 月生まれ誕生会 

4 月 1９日（金）11:30～12:00（予定） 

4 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。 

 

☆0 歳っこあつまれ～ 

4月 1１日（木）10：30～11：30 

場所：ふじヶ丘保育園 フリースペース 

0 歳のお友だち親子同士ふれあい遊びなどし、

一緒に楽しい時間を過ごしてみませんか？ 

 

 

☆オーラソーマ（限定 3 組：予約制） 

4 月 20日（土）1０:30～12:00（予定） 

自分の色を見つけて心も身体もリラックス。講師の

先生があなたにピッタリの色をみつけてくれます。

さぁ、あなたの色は何色かな⁇講師：若松けいこ氏 

 

☆英語であそぼう♪ 

4 月 24日（水）11:00～11:30（予定） 

親子で歌あそびなどを通して英語に触れる機会を

楽しみませんか？講師：安楽加奈子氏 

 

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   

『おふろで ちゃぷちゃぷ』（童心社）        

文：松谷 みよ子 絵：いわさき ちひろ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               ☆子育て講座「離乳食クッキング」を予定しています。日程につきましては

講師の先生との都合がつき次第お知らせいたします。ＨＰなどにも掲載いた

します。楽しみにしていてください。 

               

 

 

 

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） 

4 月 10 日（水） 

4 月 13 日（土） 

10：00～11；30 

わくわくクラブ・・・わらべうたあそび 

地域ふれあいクラブ・・・こいのぼりを作ろう   

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） 

 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） 

 

 

 問い合わせください 

 

無料 

（駐車場なし） 

くすの子保育園 

（小野 4 丁目 15-18 295-3233） 

4 月 13・27 日（土） 

10：20～11：00 

4 月 16 日（火） 

4 月 23 日（火） 

 

10：00～11：30 

移動図書館（くすの子保育園第 1 駐車場） 

 

ふれあい遊びをしよう 

こいのぼりを作ろう！ 

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 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）・4 月 10 日（水）⇒お茶を飲みに来てください・17日（水）⇒こいのぼり・かぶとを作ろう・24日（水）⇒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１回１００円です。      

《 開催中の子育てひろば（鹿児島市内） 》 

・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）・ポッポのへや（玉竜店）第１木曜日（10：30～12：00） 

 

 

 

 

今年度もたくさんのお母さん・お父さん・おばあちゃん・ 

おじいちゃん・そして天使の子どもたちと出会えることを 

楽しみにしています。ご意見・ご相談など、なんでも気軽に 

お声をおかけください。 

今年度も皆さんがホッとできる、子どもたちの笑顔が思いっきりこ

ぼれるような楽しいはらっぱでありたいと思っています。今年度も「は

らっぱ」でたくさんの笑顔と子どもの成長を楽しみに頑張ります。ど

うぞよろしくお願いします。  

今年度もぜひご家族同士誘い合って、はらっぱで楽しい時間を過ご

しましょう。首をなが～くしてお待ちしています。 

今年度もどうぞよろしくお願い致します 

 

来月の予定 

 

「あひるちゃん どこいくの」「いいとこ いいとこ」 

「あれ？タオルをもった。ねぇ どこいくの？・・・・わかった！おふろだ！」 

「グワッ グワッ そうだよ はやくおいで～」 

先におふろに入ったあひるちゃんに呼ばれて 男の子は「まって まって」

と、セーターやズボンを脱いで、あひるちゃんといっしょに楽しくおふろ。 

最後に 頭を洗って きゅーぴーさん！！ 

１９７０年代の発売以来 長く広く、愛読され続けている絵本です。 

ぜひ 読んでみてくださいね。 


