
2020.12.1発行  第 281号 

住所：鹿児島市緑ヶ丘町 5-5 

電話：099-244-1365（子育て支援センター『はらっぱ』） 

電話：099-244-1590（ふじヶ丘保育園）Fax ：099-244-1517 

開館時間：月～土曜日 9時～16時（日曜・祝日休館日） 

メールアドレス harappa@joy.ocn.ne.jpホームページ http://www.fujiho.jp/ 

 

 

                  

 

 

 

今年も残すところ１ヶ月となりましたね。この１年で子どもたちも色々 

な事が出来るようになったことと思います。寒さに負けない子どもたち 

と一緒に、今月もサロンやサークル等に参加し一緒に子どもたちの成長を見守っていきたいと思います。今月もたくさん遊びましょうね♪ 

  月 火 水 木 金 土 
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「リース作り」 

  西伊敷・花野子育てサロン 
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「リース作り」 
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手形・足形ぺったん    
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「おもちゃ作り」 
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    あっぷっぷ 

「1 月のカレンダー作り」 

たんぽぽ広場 吉野地区子育てサロン 

子育て講座 

「楽しい 

おはなし会」 

12 月生まれ誕生会 

坂元・伊敷台三愛子育てサロン 
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「1 月のカレンダー作り」 
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にこにこクラブ にっこにこ 

「クリスマス会」 

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 

「クリスマス会」 

    

 28 29（休館日） 30（休館日) 31（休館日) 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 

＊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。 
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＊12/29（火）～1/3（日）は年末年始休館とし、1/4（月）より通常開館とさせていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           絵本の紹介 
「ぐりとぐらのおきゃくさま」（福音館書店） 

なかがわりえこ と やまわきゆりこ 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎新型コロナウイルス感染拡大予防の為、まだまだイベントなど、縮小や中止となっているものもあります。このお便りに掲載されているイ

ベントなどにおいても直前に対応が変更する場合もあるかもしれません。はらっぱに関しては、ホームページなどでお知らせしていきますが、

お手数おかけしますが、他の施設においても必ず、事前に各連絡先へ確認を行ったうえで参加されますよう、お願いいたします。 

◎次の症状のある方は利用をご遠慮していただきます 

１ 風邪症状のある方 

２ 発熱がある方（平熱より高い方） 

３ 強いだるさ（倦怠感）など、体調がよくない方 

４ 息苦しさ（呼吸困難）がある方 

５ 発熱や風邪出現から 10 日間、さらに症状消失から 3 日間を経過していない方 

６ 同居のご家族が、１～５いずれかに当てはまる方 

◎入館者数の制限をしています（10 人程度を目安） 

・利用者が多くなった際は園庭と室内に分かれてご利用いただくようお声掛けさせて頂くこととなります。ご了承・ご協力お願

いいたします。（特に子育て講座やイベントの際は可能性が高いと思われます） 

◎感染拡大防止への協力のおねがい 

◎体温の計測（熱がないことを確認）・・・必ず入室の際に行い、受付名簿に検温の記入をお願いいたします 

◎マスクの着用等による飛沫防止  ◎手洗い・うがいの励行  ◎３密（密閉・密集・密接）の防止 

◎利用者の方々との距離（ソーシャルディスタンス）を保つため、職員はなるべく受付位置での対応となりますことをご了承ください 

☆12 月生まれ誕生会 

12 月 18 日（金）11:30～12:00（予定） 

12 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。 

 

はらっぱだより 12 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下さい。 

 

☆手形・足形ぺったん 

12 月 9 日（水）開館時いつでも 

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るか、お

楽しみ☆ 

 

☆0 さいっこあつまれ～ 

12 月 19 日（土）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をし、一緒に楽しい時間を

過ごしてみませんか？ 

 

 

☆子育て講座『楽しいおはなし会』 

12 月 17 日（木）10:30～（10:15～受付） 

場所：ふじヶ丘保育園フリースペース 

 おはなしグループ「パンのみみ」さんの楽しいペープサー

トや大型絵本など盛り沢山♪親子でたくさん笑って楽しみ

ましょう！お楽しみに☆ 

参加費：無料 要予約 限定 10 組  

＊申込はメール・電話その他直接職員へお申し出下さい。 

 

 

森で雪合戦をしていた「ぐりとぐら」は、雪の上に大

きな足跡を見つけました。足跡をたどっていくと「ぐ

りとぐら」の家まで続いていました。ドアを開けると

玄関に大きな長靴、壁には真っ赤なオーバーと白いマ

フラーに赤い帽子・・・。お客さまはだれ・・・？！

その時いいにおいがして、台所に行ってみると、そこ

には真っ白なひげのおじいさんが・・・ 

双子の野ネズミ「ぐりとぐら」のシリーズは、日本の

みならず、世界中の子どもたちに長く読み継がれてい

る絵本です。 

 

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


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」 

12 月 4 日（金） 

10:00～11:30 

サンタがやってくる 

クリスマス会 

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 
12 月 16 日（水） 

10：00～12：00 

クリスマス会 

サンタさんがやってくる？！ 

北部保健センター 

（吉野町 3275－３－１Ｆ  電話 244-

5693） 

初回のみ 100 円 

（無料駐車場有り） 

吉野子育てサロン 12 月 17 日（木） 

10:00～11:30 

クリスマス会 

（サンタさんがやってくる） 

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 12 月 22 日（火） 

10:00～11:30 

クリスマス会 

（サンタさんがやってくる） 

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 12 月 18 日（金） 

10：00～ 

親子遊びクリスマス製作 

クリスマスお楽しみ会 

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 
12 月 24 日（木）

10:00～11:30 

クリスマス会 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） 

♪♪ あそびにきてね！（各保育園からの情報） ♪♪ 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆1/６（水）０さいっこあつまれ～、1/21（木）手形足形ぺったんの予定となっています。 

☆1/18（月）子育て講座「親子ランチクッキング」を予定しています。場所は小野市民館の調理室の予

定です。 

☆陶芸遊び partⅠ｛1/19(木)予定｝陶芸遊び partⅡ｛2/5(金)予定｝があります。粘土購入（650 円予定）

して頂き、足形手形のプレートのタイプとお皿などを作るタイプがあります。興味のある方はおたずね下

さい。予約〆切 1/9（土） 

☆1/29（金）10：00～第 3 回はらっぱ運営委員会があります。ぜひたくさんのご意見頂きたいです。 

ご参加ください。 

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） 

 

 

新型コロナウイルス感染予防の為お休みです 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） 

 お問い合わせください 無料 

（駐車場無料） 

錦ケ丘保育園 

（吉野町2223－6  243-7704） 

 ＊今月はお休みです 駐車場無料 

 

こばと・ゆなの木こども園 

（大明丘 3 － 14 － 1   243-

1135） 

12 月 14 日(月) 

13：25～13：55 

未就園児クラス「まめっちょ」 

大人の為のクリスマスコンサート～弦楽四重奏～ 

＊事前にお問合せ下さい 

無料 

（駐車場園庭

13：15～） 

こまどり保育園「子育て広場」 

（西敷 2-1-2 220-9722） 

12 月１日（火） 

12 月 17 日（木） 

開園記念餅つき見学（要予約） 

それぞれのクラスで遊ぼう！ 

無料 

（駐車場 5 台程度） 

くすの子保育園 

（小野 4 丁目 15-18 295-3233） 

12 月 8 日（火） 

12 月 15 日（火） 

12 月 22 日（火） 

10：00～11：00 

 

楽器を作ろう 

カレンダーを作ろう 

クリスマスツリーを作ろう 

＊限定 3 組 事前予約制 

さんＳｕｎルーム（小野 3 丁目 13－1） 

無料 

（駐車場５台分

10０円） 

 

12 月 12 日・26 日（土） 

10：20～11：０0 

移動図書館（くすの子保育園第 1 駐車場） 

 

無料 

 

 来月の予定 

11月のはらっぱの様子 

 

 

「12 月のカレンダー作り」 

指でえのぐペタペタ！ 

きれいな雪 

「総合避難訓練」 

 消防士さん、かっこいいね 

 

 

 
「川上子育てサロン」 

おさんぽ・・・川が見えたね 
「子育て講座親子体操」 

親子で思い切り楽しみました☆

ブリッジに挑戦！！ 

「にっこにこ・公園遊び」 

初めてのブランコ☆ 

「のびのび子育てサロン」 

どんぐり、いっぱい☆ 

☆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：城脇さん）場所：グリーンコープ本部１階（伊敷支所近く）】「あ・そ・ぼ」 

＊新型コロナウイルス感染の関係により、只今検討中のため、直接お問い合わせください。  

☆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（10:30～12：00）・ちょこちょこひろば（西陵店）第３火曜日（10:30～12:00） 

・なかよしこよし  （谷山店）H21.3 月まで休み  ・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）H21.3 月まで休み ・ぴよっち広場（田上店）H21.3 月まで休み 

・はぐはぐ☆ひろば（城西店）H21.3 月まで休み  ・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（大竜店）第１木曜日（10：30～12：00） 

＊新型コロナウイルス感染の関係により、只今検討中のため、直接お問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


