
月 日 曜 内　　　　　　　容 場　　　　所 時　　間 備　　考 問い合わせ先

園庭開放 わかば保育園 9:00～10:30 73-3996

育児相談 保健センター 9:15～11:15 予約制 72-2500

園庭開放 西保育園 9:00～10:30 72-0443

わんぱくクラブ くすのき児童館 11:00～11:30 申込み1月26日から 73-6500

絵本の読み聞かせ「コアラの会」 図書館 11:00～ 乳幼児対象 73-6800

ベビーマッサージ 北部子育て支援センター 14:00～ 73-8714

3 金 ふれあい遊び 南部子育て支援センター 10:00～10:30 申込み1月13日から 72-0778

4 土 絵本の読み聞かせ「おへその会」 図書館 11:00～ 73-6800

園庭開放 富貴保育園 9:00～10:30 72-0841

ふれあい遊び 北部子育て支援センター 11:00～11:30 申込み1月16日から 73-8714

園庭開放 南保育園　 9:00～10:30 72-0327

園庭開放 六貫山保育園 9:00～10:30 72-1762

育児相談 保健センター 9:15～11:15 予約制 72-2500

言葉の相談室 北部子育て支援センター 10:00～11:30 申込み1月18日から 73-8714

わんぱくクラブ おおあし児童館 11:00～11:30 申込み2月2日から 73-8181

絵本の読み聞かせ「コアラの会」 図書館 11:00～ 乳幼児対象 73-6800

いっしょにあそぼ 富貴児童館 11:20～11:40 72-0778

親子運動遊び 北部子育て支援センター 11:00～11:30 申込み1月20日から 73-8714

絵本の読み聞かせ 北部子育て支援センター 14:30～ 73-8714

11 土 絵本の読み聞かせ「おへその会」 図書館 11:00～ 73-6800

園庭開放 中山保育園 9:00～10:30 72-0141

リトミック 南部子育て支援センター 11:00～12:00 申込み1月23日から 72-0778

赤ちゃんルーム・ベビーマッサージ 南部子育て支援センター 14:00～15:00 72-0778

リトミック 北部子育て支援センター 10:00～11:00 申込み1月23日から 73-8714

園庭開放 北保育園 9:00～10:30 72-0467

園庭開放 東大高保育園 9:00～10:30 72-1354

15 水 育児相談 保健センター 9:15～11:15 予約制 72-2500

わんぱくクラブ くすのき児童館 11:00～11:30 申込み2月9日から 73-6500

絵本の読み聞かせ「コアラの会」 図書館 11:00～ 乳幼児対象 73-6800
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　　武　豊　町
　　南部・北部

　　子育て支援センター

武豊町内で行われる未就園児、未就学児のための子育て支援事業をお知らせします。
子どもさんと一緒に遊びに出かけませんか？
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月 日 曜 内　　　　　　　容 場　　　　所 時　　間 備　　考 問い合わせ先

園庭開放 六貫山保育園 9:00～10:30 72-1762

ふれあい遊び 南部子育て支援センター 10:00～10:30 申込み1月27日から 72-0778

おしゃべり会「子育ての悩みをみんなで話そう」 北部子育て支援センター 10:00～11:00 申込み1月27日から 73-8714

おひなさま作り くすのき児童館 13:30～14:30 申込み2月4日から 73-6500

おひなさまを作ろう 富貴児童館
10:30～12:00
13:30～15:00

72-0778

絵本の読み聞かせ「おへその会」 図書館 11:00～ 73-6800

19 日 ひなかざりを作ろう おおあし児童館 14:00～15:00 申込み2月5日から 73-8181

絵本の読み聞かせ 南部子育て支援センター 14:30～ 72-0778

ふれあい遊び 北部子育て支援センター 11:00～11:30 申込み1月30日から 73-8714

園庭開放 南保育園 9:00～10:30 72-0327

園庭開放 富貴保育園 9:00～10:30 72-0841

園庭開放 西保育園 9:00～10:30 72-0443

園庭開放 わかば保育園 9:00～10:30 73-3996

トトロのフォトハウスを作ろう 富貴児童館 13:30～14:30 申込み2月9日から 72-0778

絵本の読み聞かせ「コアラの会」 図書館 11:00～ 乳幼児対象 73-6800

園庭開放 中山保育園 9:00～10:30 72-0141

園庭開放 東大高保育園 9:00～10:30 72-1354

親子ふれあいひろば(ひなまつり) 中央公民館講堂 10:30～11:30 年間予定表をご覧ください 72-1111

なかよし音楽会 南部子育て支援センター
10:00～10:30
10:45～11:15

申込み2月3日から 72-0778

親子運動遊び 北部子育て支援センター 11:00～11:30 申込み2月3日から 73-8714

絵本の読み聞かせ 北部子育て支援センター 14:30～ 73-8714

アルミ缶工作をしよう 長尾児童館 13:30～15:00 申込み2月11日から 73-4841

絵本の読み聞かせ「おへその会」 図書館 11:00～ 73-6800

赤ちゃんルーム 南部子育て支援センター 10:00～11:00 72-0778

絵本の読み聞かせ 南部子育て支援センター 14:30～ 72-0778

園庭開放 北保育園 9:00～10:30 72-0467

更生保護女性会の方とあそぼう 北部子育て支援センター 10:00～11:00 73-8714

　  詳細については各施設にお問い合わせください。

      ＊北部子育て支援センターの利用について

　 　 　20日（木）は一日中駐車場は利用できません。

　 　申し訳ありませんが、徒歩または自転車で遊びに来てください。
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　　　・一日中　　　２１日（火）　２２日（水）

　＜駐車場が使えない日＞

      ＊新型コロナウイルス感染拡大防止のため予定が変更になることがあります。

      ＊親子ふれあいひろばの問い合わせは、武豊町生涯学習課(72-1111)へお願いします。


