門司区

門司区（49ヶ所）※活動場所（住所）の50音順に並べて掲載しています。
西門司市民センター2階
門司区稲積一丁目3番1号

親子サロン あひるの会

西門司市民センター
門司区稲積一丁目3番1号

育

＝育児サークル

フ

＝フリースペース

子育て応援隊にーも

あひるの会で友達をつくって、たくさんの思い出を残しませんか？
この大切な子どもとの時間を一緒に楽しみましょう！

お子さまと一緒にゆったりしたひとときをご一緒しましょう。
子育てあれこれ、みんなで話すと楽しいですよ！！

日 時：毎月第1・3水曜日 10:30～12:00
対 象：未就園児とその保護者
参加費：100円／材料費 （クリスマスや特別なイベント時に100円程度の徴収あり）
申込方法：必要なし
連絡先：西門司市民センター TEL381-4927

日 時：第2水曜日 10:00～12:00
対 象：特になし
参加費：無料
申込方法：必要なし
連絡先：西門司市民センター TEL381-4927

西門司市民センター 市民ホール（1階）
門司区稲積一丁目3番1号

育

西門司市民センター

屋内公園としてママはもちろん、パパもおばあちゃんもおじいちゃん
も、気軽に遊びに来てくださいね！
日 時：月～土 月～金 9:00～閉館（21:30） 土9:00～16:30
対 象：未就園児と保護者
参加費：無料
申込方法：必要なし
連絡先：西門司市民センター TEL381-4927

愛光幼稚園

門司区老松町12番3号

フ

ぽっぽひろば(愛光幼稚園）

さいわい幼稚園 園庭・保育室
門司区老松町7番3号

ともだち（さいわい幼稚園）

フ

ルンビニー保育園

門司区大字大積837番地

のびのび広場

日 時：月1回 10:00～11:00
対 象：未就園児とその保護者
参加費：無料
申込方法：必要なし
連絡先：ルンビニー保育園
TEL341-0561

藤松市民センター多目的ホール

花かご保育園

門司区上藤松二丁目3番31号

ふじっこBabyちゃん

育

木製のおもちゃを豊富に揃えています。担当の先生が子どもの遊びを援
助しながら、お母様方の相談にも応じています。のびのび遊ぶことがで
きるので、汚れて良い服装でお気軽にお越し下さい。お待ちしています。
日 時：5月～11月金曜日 不定期で月1～2回 10:30～11:30
対 象：未就園の子どもと保護者
参加費：無料
申込方法：必要なし
連絡先：さいわい幼稚園
TEL321-1420

未就園のおともだちと遊んだり、保護者の方同士の交流も深まる場と
なります。園のことやお子さんのことについても職員とお話しましょ
う。お友だちを誘い合って、ぜひお越し下さい。
日 時：木曜日（月2回程度）  10:00～11:00（変更有り）
対 象：未就園までのおともだち
参加費：無料
申込方法：必要なし
連絡先：愛光幼稚園
TEL321-3374

フ

同じ年齢のクラス活動に入り、一緒に遊びます。

門司区上馬寄一丁目5番2号

フ

花かごひろば（花かご保育園）

ママ同士のお話しもできますよ。楽しい行事やフリーに遊ぶ時間を用意
しています。

同じ年齢のクラスの子どもたちと交流することができます。また、育児相談
も行っていますので、子育ての悩みなど一緒に考えていきましょう。

日 時：毎月第4月曜日 10:30～11:30
対 象：0才～未就学児と保護者
参加費：無料
申込方法：必要なし（幼児食実演の場合は要申込み）
連絡先：藤松市民センター
TEL391-6411

日 時：毎月 第3土曜日 10:00～11:00
対 象：未就園児とその保護者
参加費：無料
申込方法：事前連絡
連絡先：花かご保育園
TEL391-1262

松ヶ江幼稚園園庭及び遊戯室
門司区大字吉志907番地の1

フ

新門司保育所

わくわく広場

門司区吉志一丁目31番1号

日 時：年間5回 10:10～11:00
対 象：未就園児と保護者
参加費：無料
申込方法：事前連絡
連絡先：新門司保育所
TEL481-3900

松ヶ江南市民センター

みなと保育所

門司区吉志新町二丁目1番1号

フリースペース

フ

なかよし保育

幼稚園での生活の様子や同じ年齢のお子さんとのかかわりの様子が分かりますよ。ま
た、子育ての先輩のお母さんもいますので、子育てについて情報交換してみませんか？
お子さんにとってもお母さんにとっても友達作りの場になることを願っています。
日 時：毎月1～2回（不定期）実施日は年間計画で周知 9:30～11:30
対 象：0才～未就園児と保護者
参加費：100円/回（保険料50円・おやつ代50円）
申込方法：必要なし
連絡先：松ヶ江幼稚園
TEL481-3446

育

一緒に遊びましょう。お待ちしております。

門司区清滝一丁目8番5号

フ

なかよし広場

毎回、多くの参加者で楽しく遊んでいます。また、育児情報の交換も活
発に行われています。ボランティアの中に男性2名もいて、家庭的な雰
囲気が出て、和気あいあいとみなさん、過ごしています。
日 時：毎週火曜日 10:00～12:00
対 象：未就園児とその保護者
参加費：無料
申込方法：必要なし
連絡先：松ヶ江南市民センター TEL481-0290

子どもさんの年齢に応じたクラスに入り、ゆっくりふれあいあそびやわ
らべうたを楽しみましょう。月に1回講師によるリトミックで、思いっき
り身体を動かしましょう。
日 時：毎月第2・3火曜日（5月～2月）  10:00～11:00
対 象：特になし
参加費：無料
申込方法：必要なし
連絡先：みなと保育所
TEL331-6125

錦町市民センター 多目的ホール・和室

清滝保育園

フ

門司区清滝三丁目5番5号

にしき フリースペース「ひよこ」

子育て中のお父さんやお母さんが親子で自由に遊びに来て、出会いを広げる集いの場で
す。毎月イベントとして季節の行事や親子あそび、工作、その他にもおたんじょう日会な
ども開催しています。 新しいお友達も大歓迎です。 どうぞお気軽にご参加ください！！
日 時：毎週水曜日 10:00～12:00
対 象：0才～未就学児とその保護者
参加費：無料
申込方法：登録制（いつからでも参加できます）
連絡先：錦町市民センター
TEL332-5600

フ
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サークル名

フ

門司区清滝五丁目3番5号

わくわくランド

同じ年齢の子どもたちと触れ合ったり、親子で楽しく遊べる場として、
地域の皆様に利用して頂いています。
日 時：6月～2月の間（不定期）に毎月1回、詳しくはポスター
または保育園に直接お尋ね下さい。 10:00～11:00
対 象：0才～未就学児とその保護者
参加費：無料
申込方法：事前連絡
連絡先：清滝保育園
TEL321-7152

※参加される方は、各サークルの連絡先へ事前に詳しい内容、日時等を確認してください。

フ

清見市民センター多目的ホール
門司区清見三丁目1番1号

サークル名

新栄はやとも保育園

きよみっ子

門司区清見三丁目1番24号

育

＝育児サークル

フ

＝フリースペース

新栄はやとも保育園 ふれあいタイム

毎回10組くらいの方が参加して、子育て支援員さんと楽しく遊んでいます。
★第4金曜日：新栄はやとも保育園職員による工作や紙芝居、体操、ふれあ
い遊びを行っています。
日 時：毎月第2・4金曜日 10:00～12:00
対 象：未就園児
参加費：無料
申込方法：必要なし
連絡先：清見市民センター
TEL331-3033

絵本の貸し出しもしています。赤ちゃんや子どもさんの子育てで困ったことやあそ
びやおもちゃの事など、何でもご相談して下さい。いつでも、お気軽に遊びにおいで
下さい。お待ちしております。
日 時：第3水曜日（変更する場合もあります） 10:00～11:00
対 象：未入園児と保護者
参加費：無料
申込方法：必要なし
連絡先：新栄はやとも保育園 TEL321-2692

東郷市民センター多目的ホール

あけぼの幼稚園 遊戯室 園庭

フ

門司区黒川西一丁目3番26号

いない いない・ばぁ～

フ

門司区猿喰古新地下939－13

こっこくらぶ（あけぼの幼稚園）

0才～3才の子ども達が来て自由に遊んでいます。毎月の幼児用の講座
に参加したりと、お母さん同士も交流し、育児サポーターさんの参加も
多く、絵本の読み聞かせや手遊びで、楽しい時間を過ごしています！
日 時：毎月火曜日 10:30～12:00
対 象：未就園の子どもと保護者
参加費：無料
申込方法：必要なし
連絡先：東郷市民センター
TEL341-1126

楽しい活動を通じて、親子、お友だちと体をしっかり動かして遊びま
しょう！！相談員（専門）もおりますので、遠慮なさらずにお気軽に御参
加下さい！！
日 時：水曜日（月2回）10:30～12:30 園庭開放は随時 9:00～17:00
対 象：1才6 ヶ月～
参加費：無料
申込方法：事前連絡（2日前にお知らせ下さい。当日は準備
の都合上できません。）
連絡先：あけぼの幼稚園
TEL481-1123

大川保育園

大里東市民センター市民ホールの一角

育

門司区下二十町1番28号

大川保育園

日 時：毎週水曜日 10:00～11:30
対 象：未就園児とその保護者
参加費：無料
申込方法：必要なし
連絡先：大川保育園
TEL391-5331

大里東市民センター多目的ホール
門司区下二十町3番7号

フ

老松市民センター
門司区庄司町4番16号

フ

遊戯室他

門司区白野江一丁目18番7号

フ

フ

リトルモンキーズ

「子どもも楽しんで、大人も楽しむ」そんなサークルです。行事や子育
ても、みんなで楽しみながら、やっていきたいと思っています。ぜひ気
軽にのぞいてみて下さい。
日 時：毎月第2・3・4水曜日 10:30～12:00
対 象：0才～就学前の子どもと保護者
参加費：月会費100円
申込方法：必要なし
連絡先：老松市民センター
TEL332-0889

育

白野江市民センター

ひとみっこクラブ

キッズランド（西門司幼稚園）

恵まれた環境の中で親子のスキンシップやコミュニケーションを図っ
たり、就園前のお子さんが「おうち」から一歩踏み出して、同年代のお
友だちと色んな活動を通して集団生活に慣れて自立心を育てます。
日 時：5月から翌年2月まで毎月2回
開催：金曜日・土曜日 10:00～10:45
対 象：１歳半～３歳
参加費：無料
申込方法：事前連絡
連絡先：西門司幼稚園 又は、HPにて TEL381-0128

門司区庄司町4番16号

子育て中の親と子が好きな時に好きなだけ遊べる場所です。

東郷瞳幼稚園

2Ｆホール

老松市民センター多目的ホール

キッズコーナー

日 時：市民センター開館時は随時 概ね 9:00～17:00
対 象：特になし
参加費：無料
申込方法：必要なし
連絡先：老松市民センター
TEL332-0889

フ

門司区社ノ木一丁目14番8号

子育てに役立つ様々な内容を企画、実施。この場を通して出会い、ふれ
合い、学び合う、温かい輪を広げていっています。

キッズコーナー

子育て中の親と子どもが好きな時に好きなだけ遊べる場所です。祖父
母と孫の姿もよく見かけます。
（0才～未就園児くらい、必ず保護者同
伴にて）
日 時：市民センター開館時は随時
対 象：0才～未就園児とその保護者
参加費：無料
申込方法：必要なし
連絡先：大里東市民センター TEL371-4419

西門司幼稚園

パティオ

日 時：年3～4回 10:30～12:00
対 象：0才～未就園児
参加費：無料
申込方法：事前連絡
連絡先：大里東市民センター TEL371-4419

フ

門司区下二十町3番7号

園児はお友達が来てくれることを、楽しみにしています。

門司区白野江二丁目13番1号

親子サロン

0才～どなたでも参加できます。シャトルバスの送迎も有ります。
HPも更新中。

小さな子どもと一緒に好きな時に、好きなだけ遊べる場所です。
開館時はいつでもどうぞ。

日 時：不定期 ※年間予定有、HPをご覧ください。 10:30～12:00
対 象：特になし
参加費：無料
申込方法：必要なし
連絡先：東郷瞳幼稚園
TEL341-0409

日 時：市民センター開館時は随時
対 象：特になし
参加費：無料
申込方法：必要なし
連絡先：白野江市民センター TEL341-3221

白野江市民センター 多目的ホール
門司区白野江二丁目13番1号

フ

白野江保育園

カンガルー

門司区白野江三丁目21番14号

毎週金曜日の１０時から１２時まで、多目的ホールを子育てふれあいフリースペースとして解放しま
す。子育て中のお母さん、お父さんや小さな子と遊んでくださるおばあちゃん、おじいちゃん、ほっ
と息抜きに来ませんか。第1金曜日は「バブバブ」赤ちゃん教室を開催しています。
日 時：毎月2・3・4金曜日（5週目もあり） 10:00～12:00
対 象：赤ちゃんから、おばあちゃんおじいちゃんまで、どなたでもどうぞ。
参加費：無料
申込方法：必要なし
連絡先：白野江市民センター TEL341-3221

フ

門司区

門司区（49ヶ所）※活動場所（住所）の50音順に並べて掲載しています。

フ

ゆうゆうくらぶ（SUKU-SUKU）

地域の未就園児を対象にあそびの日を設けています。ゆう=遊・ゆう=裕（余
裕・ゆとり）すくすく、のびのび、ゆとりをもって子育てしましょう！白野江保
育園は、子育てのパートナーとして、遊びの場、子育て相談等、応援します。
日 時：月2回程度 10:00～11:15
対 象：未就園児とその保護者
参加費：無料
申込方法：必要なし
連絡先：白野江保育園
TEL341-8258

※参加される方は、各サークルの連絡先へ事前に詳しい内容、日時等を確認してください。

フ
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門司区

門司区（49ヶ所）※活動場所（住所）の50音順に並べて掲載しています。
田野浦市民センター
門司区新開6番11号

田野浦市民センター

親子サロン

門司区新開6番11号

育

＝育児サークル

フ

＝フリースペース

子育てサークル つくしんぼ

親子サロンは開館時間中ならいつでも開放してます。
不定期に子育てサポーターさんの支援もあります。

アットホームでとても楽しいサークルです。子どもをのびのび遊ばせ、
お母さん同士楽しくおしゃべりしましょう！

日 時：センター開館日 常設（いつでも）
対 象：特になし
参加費：無料
申込方法：必要なし
連絡先：田野浦市民センター TEL331-2025

日 時：第5木曜日を除く毎週木曜日 10:30～12:00
対 象：特になし
参加費：200円/年・50円/回
申込方法：必要なし
連絡先：田野浦市民センター TEL331-2025

萩ヶ丘市民センター

門司区大里戸ノ上三丁目8番1号

フ

子育てサポーター ぴよぴよ

萩ヶ丘市民センター和室1
門司区大里戸ノ上三丁目8番1号

育

ぴよる～む

乳幼児と保護者対象に、色々なイベントを企画しています。ぜひ、遊び
に来てくださいね！

★子育て中の親と子どもが気軽に来て、遊べる場所です。
第2金曜日はボランティアさんによる絵本の読み聞かせもあります。

日 時：第2金曜日 10:00～12:00
対 象：未就学児とその保護者
参加費：無料
申込方法：必要なし
連絡先：萩ヶ丘市民センター TEL372-3720

日 時：毎週水、金曜日 10:00～14:00
対 象：未就学児とその保護者
参加費：無料
申込方法：必要なし
連絡先：萩ヶ丘市民センター TEL372-3720

萩ヶ丘市民センター親子サロンコーナー
門司区大里戸ノ上三丁目8番1号

育

広済寺保育園

Ｐルーム

門司区大里東四丁目11番11号

ひろば

フ

めぐみ

楽しく遊べる遊具がいろいろあります。

保育園内の様子を見学していただいたり、同年齢の子どもと遊んだり
していただいています。

日 時：センター開館時は随時
対 象：未就学児とその保護者
参加費：無料
申込方法：必要なし
連絡先：萩ヶ丘市民センター TEL372-3720

日 時：毎月第4金曜日（４月～３月） 10:00～11:00
対 象：門司区に在住の0才～未就園児とその保護者
参加費：無料
申込方法：事前連絡
連絡先：広済寺保育園
TEL381-7301

大里柳市民センター多目的ホール
門司区高田二丁目2番18号

育児サークル

フ
バンビ

毎回10組ぐらいの親子が参加して、子育て情報交換をしてみんなで子
どもの成長を見守っています。
日 時：毎月第2・4火曜日 10:00～12:00
対 象：就学前の子どもと保護者
参加費：1回あたり100円
申込方法：必要なし
連絡先：大里柳市民センター TEL381-2328

丸山市民センター多目的ホール
門司区長谷一丁目14番28号

育

育児ひろば“どんぐり”

大里柳市民センター多目的ホール
門司区高田二丁目2番18号

フ

フリースペース

親子が、ゆっくりのんびり過ごせるフリースペースです。子育てサポー
ターさんが見守る中、小さい子どもが広い空間でのびのびと遊べます。
イベントについては、ＨＰにくわしく内容を掲載しています。
日 時：原則毎月第1・3水曜日 10:00～12:00
対 象：未就園児と保護者
参加費：無料
申込方法：必要なし
連絡先：大里柳市民センター TEL381-2328

フ

丸山市民センター

門司区長谷一丁目14番28号

親子サロン

広い多目的ホールで自由に遊べます。気の合うママたちのふれあいの
場として活用してください。

子育て中の親と子どもが好きな時に好きなだけ遊べる場所です。

日 時：毎月第2金曜日 ※1月はお休み 10:00～11:30
対 象：乳幼児から未就園児とその保護者
参加費：無料
申込方法：必要なし
連絡先：丸山市民センター
TEL332-1651

日 時：市民センター開館時は随時
対 象：未就園児とその保護者
参加費：無料
申込方法：必要なし
連絡先：丸山市民センター
TEL332-1651

松ヶ江北市民センター
門司区大字畑903番地

大里南市民センター
門司区原町別院13番27号

フ

大里南市民センター多目的ホール

親子サロン

★現在育児サークルはありません
★子どもが遊べるスペースは有ります
★子育て中の親と子どもが自由に遊べる場所です
日 時：市民センター開館時は随時
対 象：未就学園児とその保護者
参加費：無料
申込方法：必要なし
連絡先：松ヶ江北市民センター TEL481-5725

門司区原町別院13番27号

フ

フリースペース「あっぷっぷ」

日 時：第5木曜日・毎月第4火曜日 10:00～12:00
対 象：未就学児とその保護者
参加費：無料
申込方法：必要なし（一部、事前登録が必要な行事があります）
連絡先：大里南市民センター TEL391-5591

フ

にこにこクラブ

子育て中の親子が集まり、皆で楽しく遊んでいます。見学はいつでもで
きるので、是非遊びに来て下さい。

お母さんと子ども達の出会いの場、集いの場、自由にのびのび遊べる
スペースの開放
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サークル名

フ

日 時：毎週木曜日（第5木曜日は休み） 10:30～12:00
対 象：未就学児と保護者
参加費：50円/月
申込方法：必要なし
連絡先：大里南市民センター TEL391-5591

門司こばと幼稚園 えほんの家
門司区東新町一丁目9番21号

育

はとぽっぽ おはなし会（門司こばと幼稚園）

登録などはありませんので、気軽に遊びに来てみて下さい。幼稚園の
広い園庭で親子さんでいっぱい遊んで下さい。絵本もいっぱいあります
よ。
日 時：毎週火曜日（幼稚園 保育期間中） 10:30～11:30
対 象：未就園のお子さんと保護者
参加費：無料
申込方法：必要なし（直接お越し下さい。）
連絡先：門司こばと幼稚園
TEL381-1812

※参加される方は、各サークルの連絡先へ事前に詳しい内容、日時等を確認してください。

フ

古城保育園

門司区東本町二丁目4番7号

サークル名

門司保育所みどり園子育て支援室

古城保育園

門司区不老町二丁目2番25号

育

＝育児サークル

フ

＝フリースペース

にこにこ広場

フリースペースでは同年齢の子どもと遊んだり、保護者の方と情報交換
をしたりと交流することができます。気軽にご参加ください。

同じ年齢のクラスの子と遊んだり、交流することができます。みんな、
お友達が来てくれることを楽しみにしています。

日 時：第2・4水曜日 ポスター等で実施予定日掲載 10:00～11:30
対 象：未就園児と保護者
参加費：無料
申込方法：必要なし
連絡先：古城保育園（コジョウホイクエン）TEL321-2794

日 時：5月～12月（9月･11月を除く）月1回 10:00～11:00
対 象：門司区に在住の0才～未就園児と保護者
参加費：無料
申込方法：必要なし
連絡先：門司保育所みどり園 TEL381-2002

門司区別院1番21号

「絵本の会」 門司聖母幼稚園

心が育つこの時期に、親子で絵本やふれあい遊びを楽しみましょう。
日 時：毎週金曜日 10:00～11:30
対 象：必ず親子（大人）一緒で参加（１歳～未就園の子どもと保護者）
参加費：無料
申込方法：必要なし
連絡先：門司聖母幼稚園 TEL381-0317

吉野保育所（保育室、園庭）
門司区丸山一丁目１９－１

フ

あそびに来ませんか（吉野保育所）

敬愛幼稚園

フ

たまごくらぶ（敬愛幼稚園）

門司区別院6番1号

たまごくらぶのお部屋で自由に遊べます。同年代のお友だちと一緒に
遊びませんか？保護者同士の情報交換の場所としてご利用ください。
お待ちしています。
日 時：4月～10月 10:30～11:30
対 象：未就園児親子
参加費：無料（保険料 500円）
申込方法：必要なし
連絡先：たまごくらぶ（敬愛幼稚園） TEL371-2267

フ

すみれ保育所

すみれっこクラブ

門司区南本町3番2号

８月は夏の遊び、１１月は戸外遊び、１月はクラス交流を行います。

お子さんと同じ年齢のクラスに親子で入ってもらい、遊びます。育児で
悩んでいることがあれば、お気軽に御相談下さい。

日 時：８／１７・１１／７・１／１１ 10:00～11:00
対 象：駐車場がない為、保育所近隣、交通機関で来られる方
参加費：無料
申込方法：事前連絡
連絡先：吉野保育所
TEL321-5208

日 時：毎月第3火曜日（5月～2月） 10:00～11:30
対 象：6 ヶ月～未就園児と保護者
参加費：無料
申込方法：必要なし
連絡先：すみれ保育所
TEL391-0537

小森江西市民センター
門司区矢筈町5番42号

フ

小倉北区

門司聖母幼稚園園内（図書室・プレイルーム・2才児クラスの部屋）

フ

門司区

門司区（49ヶ所）※活動場所（住所）の50音順に並べて掲載しています。

フ

「すくすく」親子ひろば

紙芝居、リズム体操、おしゃべりタイム、絵本の読み聞かせ、自由あそ
び、おしゃべりタイム、手あそび、親子体操などを行っています。
日 時：毎月第2月曜日 10:00～12:00
対 象：特になし
参加費：無料
申込方法：必要なし
連絡先：小森江西市民センター TEL372-6001

キッズルーム・スマイル保育室 内
小倉北区赤坂一丁目8-7 ハピネス花 内

小倉北区（73ヶ所）

育

※活動場所（住所）の50音順に並べて掲載しています。

フリースペース ほほえみ（キッズルーム・スマイル）

足原市民センター  多目的ホール・小和室
小倉北区足原二丁目8番3号

あしはら さくらひろば

・お家でも簡単に取り入れられる手作り玩具や発達段階に合った玩具を用意
しています。保護者の方の情報交換の場や保育所体験の場としてぜひご利用
ください。・小規模保育所が運営するフリースペースに遊びに来ませんか？
日 時：毎月第４水曜日 10:00～11:00
対 象：０，１，２歳児の未就園の子どもと保護者
参加費：無料
申込方法：事前連絡
連絡先：キッズルーム・スマイル TEL513-8786
http:/smile87.net

日 時：第1水曜日・第2火曜日 10:00～14:00
対 象：特になし
参加費：無料
申込方法：必要なし
連絡先：足原市民センター
TEL941-5790

篠崎保育園

西南女学院大学短期大学部附属シオン山幼稚園 園庭・ホール

フ

小倉北区泉台一丁目11番24号

なかよしタイム

親子で楽しく遊んでいます。お弁当持参の方はいっしょにいただきま
しょう。

小倉北区井堀一丁目3番4号

幼稚園で遊ぼう会

同じ年齢の子どもと遊んだり、行事を一緒に楽しむことができます。
育児相談もお受けします。図書の貸し出しもしています。

自然豊かな環境の中で、思い切り遊べます。

日 時：5月～2月毎月1回 10:00～11:00
対 象：0才～未就学の子どもとその保護者
参加費：無料
申込方法：事前連絡
連絡先：篠崎保育園
TEL651-1115

日 時：概ね金曜日（毎月1～2回） 10:30～11:30
対 象：1才半以上が望ましいです。
参加費：無料
申込方法：事前連絡
連絡先：西南女学院大学短期大学部附属シオン山幼稚園
TEL583-5902

井堀保育園内

小倉北区井堀二丁目7番1号

フ

中井市民センター和室又は多目的ホール

いっしょにあそぼう

小倉北区井堀二丁目7番4号

フ

育

中井市民センターフリースペース

同年齢の子ども達と一緒に遊ぶことにより、発達の道筋がわかると共
に、保育士の関わり方をみて家での接し方の参考になると思います。

子どもとママが楽しく過ごせる場所です。お友達づくりにぜひお越し下
さい！！

日 時：年間8回程度 概ね火曜日 10:00～11:00
対 象：保育園や幼稚園に在籍していないお子さん
参加費：無料
申込方法：事前連絡
連絡先：井堀保育園
TEL581-1611

日

フ

時：毎週月～金曜日（午前中） 毎週火・水（午後）
月～金10:00～12:00 火・水14:00～16:00
対 象：特になし
参加費：無料
申込方法：必要なし
連絡先：中井市民センター
TEL591-8750

※参加される方は、各サークルの連絡先へ事前に詳しい内容、日時等を確認してください。

フ
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