
子育てひろば

●地域子育て支援センターさくらんぼ （桜川保育所内　823-1288）

と　こ　ろ と　き　・　内　容 対象者・定員 申込方法・そのほか

★親子ふれあい教室　※はさみ、のり、セロテープを持参　

 一中地区公民館 12日(木)

午前10時～11時30分
作って遊ぼう！

未就園児親子
20組(先着順)

４月26日(火) 午前９時
30分から電話で

 ニ中地区公民館　 13日(金)

 三中地区公民館 17日(火)

 四中地区公民館 18日(水)

 六中地区公民館 19日(木)

 都和公民館 20日(金)

 神立地区コミュニティセンター 24日(火)

 新治地区公民館 16日(月)

★すくすくルーム　※バスタオルを持参

 二中地区公民館 10日(火) 午前10時～11時30分
手作りおもちゃ

４～12か月児親子
15組(先着順)

４月26日(火) 午前９時
30分から電話で 三中地区公民館　 11日(水)

★園庭開放（桜川保育所の庭を遊び場として開放します）　　

 地域子育て支援センター
　　　　　　　｢さくらんぼ｣

９日(月) 午前９時30分～11時30分
※読み聞かせあり

４～12か月児親子
20組(先着順)

４月26日(火) 午前９時
30分から電話で23日(月)

★センター開放（センターのお部屋を遊び場として開放します）

 地域子育て支援センター
　　　　　　　｢さくらんぼ｣

20日(金)
午前９時30分～11時30分
※栄養士による相談あり

４～12か月児親子
15組(先着順)

４月26日(火) 午前９時
30分から電話で

★おもちゃクリニック（おもちゃドクターが大切なおもちゃをなおしてくれます）

 地域子育て支援センター
　　　　　　　｢さくらんぼ｣

28日(土) 午前９時30分から　　　※１人１点
未就園児親子
20組(先着順)

４月26日(火) 午前９時
30分から電話で

●地域子育て支援センター（対　象／未就園児親子）

①園庭開放（雨天中止）

②親子クラブ

　12日（木）…クレパスで遊ぼう

　19日（木）…作って遊ぼう

　26日（木）…伝承遊び

時　間／午前９時30分～11時30分

定　員／ 20組（先着順）

持参するもの／

　①…帽子、タオル

　②…上履き、ビニール袋

申込方法／前日までに電話で

～白鳥保育園～
（831-2590）

月 火 水 木 金

２ ー ー ー ６

９ 10 11 ー 13

16 17 18 ー 20

23 24 25 ー 27

30 31

①お部屋・園庭開放

②イベント

　10日（火）…折り紙遊び

　17日（火）…ホールで遊ぼう

　24日（火）…作って遊ぼう

　31日（火）…しゃぼん玉遊び

時　間／①…午前10時～午後３時

　      ②…午前10時～正午

定　員／ 20組（先着順）

持参するもの／タオル、帽子

申込方法／前日までに電話で

～ありんこクラブ～
（土浦愛隣会保育所内　841-0463）

月 火 水 木 金

２ ー ー ー ６

９ ー 11 12 13

16 ー 18 19 20

23 ー 25 26 27

30 ー

①お部屋開放

　月～金曜日（祝日を除く）

②園庭開放

　11日（水）、16月（月）、25日（水）、

　30日（月）

③キッズひろば～公園であそぼう～

　10日（火）、24日（火）…乙戸沼公園

　17日（火）…水郷公園

時　間／

　①…午前９時30分～午後４時

　②③…午前９時30分～11時

定　員／なし

持参するもの／

　②③…帽子、タオル、コップ

申込方法／

　①②…前日までに電話で

　③…当日現地へ直接

～ ひ ま わ り ～
（めぐみ保育園内　841-2838）

●市立幼稚園　《幼稚園で一緒に遊ぼう》
と　こ　ろ と　き　・　内　容 対象者・定員 申込方法・そのほか

★５月のふれあいデー　　　※コップを持参（雨天時は上靴も）

 いくぶん幼稚園（822-2430) 20日(金)
午前10時～11時
戸外遊び（砂場、ブランコ、体操など）

未就園児親子
定員なし

当日幼稚園へ直接

◎他にもイベントがあります。詳しくは、各施設にお問い合わせください。
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子育てひろば

●保育所
と　こ　ろ と　き　・　内　容 対象者・定員 申込方法・そのほか

★ほいくしょであそぼう！　　

 天川保育所（822-6172） 10日(火)
午前９時30分～11時00分
園庭であそびましょう

未就園児親子
10組(先着順)

４月26日(火) 午前９時30
分から各保育所へ電話で

※天川・荒川沖・東崎・
新生・神立保育所は
雨天中止（当日の午前
８時30分に決定）

※各保育所とも育児に
関する相談をお受け
します。

 荒川沖保育所（841-0037） 11日(水)
午前９時30分～11時30分
お庭であそぼう

未就園児親子
20組(先着順)

 東崎保育所（821-2807） 11日(水)
午前９時30分～11時30分
お庭であそびましょう

 都和保育所（822-8053） 17日(火)
午前９時30分～11時30分
わらべ歌であそびましょう

 新生保育所（841-0037） 17日(火)
午前10時～11時
お庭であそびましょう

 神立保育所（831-8464） 19日(木)
午前９時30分～11時30分
所庭あそび

 霞ヶ岡保育所（821-1890） 19日(木)
午前10時～11時
ミニ運動会（ホール）

未就園児親子
15組(先着順)

 藤沢保育園（862-2600） 24日(火)
午前９時30分～11時30分
戸外遊び

未就園児親子
22組(先着順)

随時電話で

★保育室開放　たんぽぽ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 荒川沖保育所（841-0037） 26日(木) 午前９時30分～11時30分
未就園児親子
定員なし

保育所へ直接

★楽しい子育て　はじめてのパパ・ママパスポート（保育所で遊ぶ子どもたちを見て、子育ての楽しさを知ろう。子育て相談あり）

 新川保育所（822-8896） 25日(水) 午前10時～11時30分 ３組(先着順)（注） 保育所へ電話で

（注）初めてパパ・ママになる方、４か月から１歳未満のお子さんを持つ方が対象

●児童館　　　

と　こ　ろ と　き　・　内　容 対象者・定員 申込方法・そのほか

★５月の催し（楽しいイベントが盛りだくさん！ぜひ、お出かけください）

 都和児童館（832-3112)

７日（土）
午後１時30分～２時30分
母の日工作教室「ペーパーフラワー作り」

小学生
15人(先着順)

４月16日（土）から30日(土）
までに電話または直接

13日(金)
27日(金)

午前11時～11時30分
おはなし会

幼児親子
定員なし

当日児童館へ直接

20日(金)
午前11時～11時45分
親子ビクス

幼児親子
15組(先着順)

５月１日(日）から前日まで
に電話または直接

 ポプラ児童館（841-3212)

14日(土)
午前９時30分～11時30分
春の児童館まつり

幼児親子・小学生
定員なし

当日児童館へ直接

21日(土)
午前10時～11時30分
一輪車教室

小学生
15人(先着順)

前日までに児童館へ
電話または直接

24日(火)
午前11時～11時40分
英語で遊ぼう！

乳幼児親子
定員なし

当日児童館へ直接

 新治児童館（862-4403)

18日(水)
午前10時30分～11時30分
リズムあそび

乳幼児親子
定員なし

当日児童館へ直接

26日(木)
午前10時30分～11時30分
手作り楽器であそぼう

乳幼児親子
20組(先着順) 事前に児童館へ電話

または直接
28日(土)

午後１時～２時30分
工作教室「プラ板キーホルダー作り」　教材費100円

小学生
20人(先着順)
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