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
5

小倉北区（73ヶ所）※活動場所（住所）の50音順に並べて掲載しています。
井堀市民センター

小倉北区井堀三丁目15番2号

いぼりの森の「みんな！だぁ～いすき！」

今町保育所

小倉北区今町二丁目13番9号

育

＝育児サークル

日 時：不定期 10:00～11:00
対 象：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：今町保育所
TEL592-0143

ママトモ魚町

足立市民センター2階和室

小倉北区

小倉北区魚町三丁目3番20号（ママトモ魚町）

ママトモ魚町

フ

＝フリースペース

フリースペースいままち

★毎月第1水曜日：保健師・看護師さんによる「子育て相談」、子育てサポーター・井堀小
学校読み聞かせボランティアによるフリースペース★毎月第4木曜日：西南女学院大学
短期大学部 保育科学生「みんな♪フレアイ隊」によるフリースペース
日 時：毎月 第1水曜日・第4木曜日 水10:00～11:30 木9:20～10:30
対 象：特になし
参加費：無料
申込方法：必要なし
連絡先：井堀市民センター
TEL592-1170

フ

行事参加や同年齢のクラスの子と遊びます。

小倉北区宇佐町一丁目8番15号

日 時：毎週金曜日 10:30～12:30
対 象：特になし
参加費：1,000円／月 ※無料体験あり
申込方法：必要なし
連絡先：長尾（ナガオ）
TEL090-2394-0470

寿山市民センター多目的ホール

金田保育園保育室

小倉北区大畠三丁目10番2号

子育て支援 ひだまりの会

子ども達はもちろんお母さん同士の交流の場にもなっており、たくさ
んの参加を楽しみにしています。お気軽に顔を出して下さい。

小倉北区金田一丁目1番10号

育児で悩んでいることがあれば、ご相談ください。
子育てを応援します。

日 時：毎月第3・4火曜日 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：寿山市民センター
TEL531-1226

日 時：土曜日（年に6回） 10:00～11:00
対 象：子育て中の親子（0才～ 3才）
参加費：無料
申込方法：事前連絡
連絡先：金田保育園（担当：岩倉） TEL591-0820

いちごクラブハウス

小倉北区上富野三丁目9番32号

栄美幼稚園（園庭）

いちごクラブ

小倉北区上富野三丁目17番10号

育

育児サークル かなだっこ

毎回10～15組くらいの方が参加して、楽しく遊んでいます。時々、ママ
のための料理講座などもあります。初めての方、大歓迎!!

フ

フ

ぴょんぴょん小組（新日本婦人の会 小倉北部）

「ちょっと休憩に♪」
「誰かとちょっとお話したくて」など子育て広場と
してご利用いただける施設です。
土日も開館しています。気軽に遊びにきてくださいね！
日 時：火曜日～日曜日(月曜日休館） 10:30～16:00
対 象：特になし
参加費：無料
申込方法：必要なし
連絡先：ママトモ魚町（NPO法人チャイルドケアサポートセンター）
TEL967-0708

フ

育

いちごクラブ

子育て中の保護者と子どもがのびのびと遊べる場所です。

予約なしで、園庭開放しています。園庭には季節のお花がたくさん咲い
ていますよ！気軽に遊びに来て下さい。

日 時：毎週水曜日 10:30～12:00
対 象：未就園児の親子
参加費：無料
申込方法：必要なし
連絡先：あおば幼稚園(521-9050)
あおば乳児保育園(541-0495)

日 時：毎週火曜日
対 象：特になし
参加費：無料
申込方法：必要なし
連絡先：栄美幼稚園

栄美幼稚園保育室

小倉北区上富野三丁目17番10号

フ

10:00～14:00

上富野保育所各クラス及び園庭

ひよこクラブ

小倉北区上富野三丁目18番7号

フ
TEL521-3862

あそびにおいでよ

毎回25組くらいの方が参加して、みんなで楽しく遊んでいます。お友達
を作りたい方、子育てで悩みのある方、いつでもお越し下さい。一緒に
楽しい時間を過ごしましょう。
日 時：毎月第1水曜日 10:30～11:30
対 象：1才～未就園児と保護者
参加費：無料
申込方法：事前電話予約(前日まで可）
連絡先：栄美(エイミ)幼稚園 TEL521-3862

★お子さんと同じ年齢のクラスに入り、親子遊び、水遊びなど★育児
相談★6月はリトミックの先生が来ます。音楽に合わせて身体を動かし
て、楽しみましょう。★1月25日（金）は人形劇があります。
日 時：5月～2月の毎月第3水曜日（1月は第3木曜日）
※9月は活動なし 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：上富野保育所
TEL511-0916

桜丘市民センター多目的ホール

神岳保育園

育

小倉北区上富野五丁目6番21号

いちごクラブ

フ

小倉北区神岳二丁目10番31号

神岳わくわく広場

子育て中の皆さん、センターのフリースペース「いちごクラブ」に来て、
お友達づくりをしませんか？センターのロビーには、親子で遊べる子ど
もコーナーがありますよ。一度遊びに来て下さいね。
日 時：第2・第4木曜日 13:30～15:00
対 象：未就園児
参加費：無料
申込方法：必要なし
連絡先：桜丘市民センター
TEL522-5233

時：6/22･12/15・2/8 (10:00～11:00 )
7/28 (17:00～19:00)
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：神岳保育園
TEL521-4669

貴船保育園園庭

社会福祉法人グリーンコープ デイサービスセンター小倉北 2Ｆ

フ

小倉北区貴船町9番5号

いろいろポッケ

日 時：第2火曜日 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：貴船保育園
TEL931-0888

親子のふれあい、園児交流をして、楽しく過ごしましょう。育児相談も
行ってます。
日

小倉北区清水三丁目1番13号

★園庭開放・園児交流・育児相談。
★園庭で保育園の活動に参加し、親子で遊ぶ。
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サークル名

フ

フ

親子ひろば小倉清水

親子の幸せな笑顔がある「ひろば～」をモットーにママたちの息抜きの場、親子のふれあ
い、子どもたちがのびのびと遊べる場として開催しています。スタッフの見守りがあるので、
ママたちがゆっくり、昼食を食べる事ができます。一緒に子育てを楽しんでいきましょう。
日 時：概ね毎月第4木曜日（変更有、HPで確認） 10:30～14:30
対 象：特になし
参加費：200円～ 100円/回
コーヒー or紅茶つき
申込方法：必要なし
連絡先：子育てサポートセンター どんぐり 管理者 伊崎淑美
TEL080-1736-5554

※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

小倉北区（73ヶ所）※活動場所（住所）の50音順に並べて掲載しています。
聖ヶ丘幼稚園 園庭、部屋
小倉北区清水四丁目5番1号

ひよこの日 幼稚園開放日

サークル名

霧ヶ丘幼稚園

小倉北区霧ヶ丘一丁目１－１３

育

＝育児サークル

フ

＝フリースペース

親子わらべうたあそび

保護者同伴なら、赤ちゃんからも参加可能です。少しでも集団に馴染め
るようにと同世代のお母さんの集まりも意識しています。

親子わらべうたあそびは、在園児の弟妹さんが対象になります。園庭開
放は随時受けつけますが、事前連絡が必要です。

日 時：5/24・6/28・9/20・10/25・11/22 H31 1/24・2/7(７回） 10:00～11:30
対 象：0才～未就園（親子同伴）
参加費：無料
申込方法：必要なし
連絡先：聖ヶ丘幼稚園
TEL581-5000

日 時：年２～３回 10:00～11:00
対 象：園庭に入られる場合は、保護者の方が付き添って下さい。
参加費：無料
申込方法：事前連絡
連絡先：霧ヶ丘幼稚園
TEL931-2901

小倉北区金鶏町5番33号

南丘市民センター

いっしょにあそぼう

小倉北区熊谷一丁目26番15号

育

こぐまのひろば

同じ年齢の子どもたちと、クラスで一緒に遊んだり、集会でお楽しみイ
ベントに参加したりします。
育児相談も受付けています。お気軽にご参加ください。
日 時：毎月第3木曜日 10:00～11:30
対 象：0才～ 3才の未就園児と保護者
参加費：無料
申込方法：必要なし
連絡先：到津保育所
TEL652-7305

毎回5組～10組位の方が参加して、みんなで楽しく遊んでいます。 フ
リースペースでママ友、パパ友とおしゃべりしてのんびりすごしてみま
せんか。７／２５は「ちっちゃな ちっちゃな音楽会」開催予定！！
日 時：44/25・5/23・6/27・7/25・8/22・9/26・10/24・11/28・12/19・
1/23・2/27・3/27 10:00～12:00（行事によって時間変更）
対 象：特になし
参加費：無料 ※内容により、材料費、保険料 等集めます。
申込方法：必要なし ※内容により要申込み
連絡先：南丘市民センター
TEL582-7328

三郎丸市民センター講堂

平和公園

フ

小倉北区熊本一丁目12番1号

子育て広場「さんさん」

フ

小倉北区黒原一丁目5番

外あそびのあのあ

三郎丸校区の方を中心にみんなで、子ども達と一緒に遊び、おしゃべりしながら“友だちづく
り”ができたらいいな・・・と思い三郎丸校区子育て応援団を中心に子育て広場を開催していま
す。パパ・ママ・おじいちゃん・おばあちゃん・子どもさん・お孫さんと遊びに来て下さい。
日 時：毎月第1水曜日 10:00～12:00
対 象：なるべく三郎丸校区に在住の未就学児と保護者
参加費：無料
申込方法：必要なし
連絡先：三郎丸市民センター TEL941-2763

日 時：毎月第4火曜日 10:30～13:30
対 象：赤ちゃんから大人までどうぞ。制限なし。
参加費：無料
申込方法：必要なし
連絡先：霧丘市民センター
TEL922-7365

平和公園

①霧丘市民センター②小倉南図書館

フ

小倉北区黒原一丁目5番

そとあそび

ゆあゆあ

土や水、樹々をゆらす風・・・自然を一杯感じながら乳幼児もお外で遊
びましょう。公園で、ミニプレイパークやっています。

①小倉北区黒原二丁目３０番３０号②小倉南区若園四丁目１番６０号

フ

霧ヶ丘おはなしの森

お外は楽しいことがいっぱいです。虫捕り、木登り、鬼ごっこ、砂遊びなど、好き
な遊びを楽しんでいます。主体的に遊ぶ子どもたちの姿は生き生きとしており、
笑いもいっぱいです。あかちゃんから大人まで、誰でも遊びに来て下さいね。
日 時：毎月第２日曜日 ※雨天中止10:30～13:30
対 象：0才～大人まで、制限なし
参加費：無料
申込方法：事前連絡
連絡先：森山（もりやま）
TEL090-7474-8838

絵本好き、関心のある方は「絵本おしゃべり会」交流の輪の中にいらし
てください。絵本コンシェルジュによる読書相談や小さいお子さんには
読み聞かせもします。
日 時：①第3火曜日 10:00～11:00
②年4回 第４土曜日（H30．4／28、6／23、10／27、H31. 2／23）11:00～11:30
対 象：特になし
参加費：無料
申込方法：必要なし
連絡先：霧丘市民センター
TEL922-7365

霧丘市民センター

霧丘市民センター

フ

小倉北区黒原二丁目30番30号

霧丘市民センター子育て広場 ふぁぐふぁぐ

地域のくつろぎの場として、子育て中の方、地域の方など、どなたでも
利用できます。子育ての悩みには先輩ママが答えてくれますよ！
日 時：毎週水曜日 10:30～13:30
対 象：赤ちゃんからおじいちゃん、おばあちゃんまで、どなたでも
参加費：1家族100円／ 1回あたり
申込方法：必要なし
連絡先：霧丘市民センター
TEL922-7365

霧丘市民センター 多目的ホール
小倉北区黒原二丁目30番30号

フ

プレイセンター・元気キッズ

フ

小倉北区黒原二丁目30番30号

きりがおか文庫ボランティア

赤ちゃんから大人まで約1,000冊の「楽しい本」
「優れた本」との出あ
いの場です。絵本選びの相談も受付けます。親子コーナーで読み聞か
せ、木のおもちゃ等で遊ぶこともできます。
日 時：毎月第3火曜日 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：霧丘市民センター
TEL922-7365

フ

SCRAMBLE BAR ５１３
小倉北区紺屋町7‐4えびす屋会館ビル102（１階奥）

お茶べりカフェ ばなな

産まれたての赤ちゃんから誰でも入れます。子どもたちと親たちが自由にたっぷり遊
び、みんなで楽しい遊び場をつくっていきます。遊びは子どもの自己肯定感を育てま
す。大人も学びあいを通して、子育て仲間ができます。育休中の方も活動しています。
日 時：毎週金曜日 9:50～11:50
対 象：未就園児とお母さん
参加費：1,500円（月会費）
申込方法：登録制
連絡先：岩丸 明江
TEL070-5532-5082

育児の「困った！」や「ツライ！」はおしゃべりで発散！子どもを真ん中に成長をみんなで喜び
ながらお茶しましょう。
夜はBARですが、昼間は親子でワイワイやっています！気軽にいらして下さいね。
日 時：月２回程度 不定期 twitter・Facebook等で告知 11:00～14:00
対 象：３才以下の子どもと保護者、またその兄弟
参加費：１回あたり 大人５００円・３才以上１００円
申込方法：必要なし
連絡先：★問い合わせ：お茶べりカフェ ばなな で検索

小倉幼稚園わんぱくの部屋

三郎丸保育園

育

小倉北区堺町二丁目4番21号

わんぱくひろば

フ

小倉北区三郎丸二丁目9番3号

○園庭や砂場で在園児と触れ合って遊ぶ活動をとり入れています。
○同年代の子と同じ場で遊ぶ楽しさや、親子で触れ合って遊ぶ楽しさ
が感じられるような活動をしています。
日 時：月に1～2回 9:30～11:30
対 象：特になし
参加費：100円 うち50円は保険代
申込方法：必要なし
連絡先：小倉幼稚園
TEL521-1765

フ

小倉北区

到津保育所保育室

フ

ひだまり広場

園行事への参加、園庭開放、絵本の貸し出し（登録制）
時：毎週金曜日 6/20、7/6、8/25、10/6、11/21、1/15、
3/23 10:00～11:30 ※夏まつりは18:30～20:00
対 象：特になし
参加費：無料
申込方法：必要なし
連絡先：三郎丸保育園
TEL921-7015
日

※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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小倉北区（73ヶ所）※活動場所（住所）の50音順に並べて掲載しています。
いづみ幼稚園 2Ｆお遊戯室
小倉北区三郎丸3-10-36

《ぴ～ちくらぶ》（学）いづみ幼稚園

さわやかあだちのもり保育園 地域交流ホール
小倉北区山門町５番１号

育

＝育児サークル

日 時：10時10分～11時頃
対 象：特になし
参加費：無料
申込方法：事前連絡
連絡先：さわやかあだちのもり保育園
TEL513-1123

愛の園保育園

到津市民センター こども文化会館（プレイルーム）

小倉北区

小倉北区下到津二丁目15番25号

あそぼう会

フ

＝フリースペース

あだち さわやか ひろば

桃太郎の様に強く優しく逞しく育って欲しいと願い、園のマスコットとして園舎に描いています。ぴ～ちくら
ぶにご参加いただいて、当園の雰囲気を感じ取っていただく場、ママ友づくりや子育ての情報交換等の場と
してご利用をお待ちしています。運動会や夏祭りなども見学できます。開催日等は当園ＨＰを参照下さい。
日 時：月1回ペースで土曜開催 9:30～11:30
対 象：未就園の乳幼児
参加費：無料
申込方法：事前連絡
連絡先：（学）いづみ幼稚園 TEL922-6656

育

子育ては楽しく、一緒にあそびませんか。

小倉北区下到津四丁目3番2号

フ

ピコちゃん（こども文化会館職員・子育てサポーター）

愛の園保育園で園児と一緒に楽しく遊びましょう。子育てに関する相
談も受付けています。

常時、専門職員が対応いたします。居心地の良い空間を感じることが
できると思います。ぜひ、一度遊びにおいでてください！！

日 時：5/18 ・ 5/25 ・ 6/15 ・ 7/20 ・ 7/27 ・ 8/3 ・ 10/19 ・ 11/9 （年7～8回） 9:30～11:00
対 象：特になし
参加費：無料
申込方法：事前連絡
連絡先：愛の園保育園（主任：郷之丸 ゴウノマル）
TEL581-2772

日 時：第3水曜日 11:15～
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：到津市民センター
TEL583-8866
こども文化会館
TEL592-4152

到津市民センター こども文化会館
小倉北区下到津四丁目3番2号

フ

メンタルサポート小倉中央

認定こども園 東筑紫短期大学 附属幼稚園
小倉北区下到津五丁目3番14号

日 時：7月28日（土）・9月22日（土）・9月29日（土）・10月6日（土）・11月10日（土）
10:30～11:30
対 象：2才～ 3才のお子様とその保護者のみなさま
参加費：無料
申込方法：事前連絡
連絡先：認定こども園 東筑紫短期大学 附属幼稚園 TEL561-2133

認定子ども園 東筑紫短期大学 附属幼稚園

足立青少年の家

小倉北区下到津五丁目3番14号

みんななかよし このゆびと～まれ！（幼稚園体験保育）

フ

子育ち・親育ちの会（大学の先生による活動）

「子どもとのコミュニケーションってどうやってとったらいいの？」マ
マの「どうして？」
「どうしたらいいの？」という悩みや不安を専門的観
点からみんなで楽しく学びます。
日 時：毎月１～２回 火曜日 10:45～11:30
対 象：定員15組（30名程度）
参加費：無料
申込方法：事前連絡
連絡先：メンタルサポート小倉中央 水口
TEL090-1872-2375

育

子どもの話をたくさん聞いて、子どもと一緒にたくさん遊んで、思いっ
きり笑って、心も身体もリフレッシュ!!

小倉北区寿山町7番14号

フ

森あそび会

子どもの話をたくさん聞いて、子どもと一緒にたくさん遊んで、思いっ
きり笑って、心も身体もリフレッシュ!!

かんかんむら幼児園の園児と一緒に、リズム運動や森あそびをたのし
みませんか。雨の日は室内で遊びます。

日 時：不定期 但し、年間計画あり 10:30～
対 象：２才～と保護者
参加費：無料
申込方法：事前連絡
連絡先：認定子ども園 東筑紫短期大学 附属幼稚園
TEL561-2133

日 時：月1回（5､6､7､9､11､12､1月の水曜日） 10:00～11:20
対 象：就園前の子どもと保護者
参加費：無料
申込方法：事前連絡
連絡先：かんかんむら幼児園 右田まで ※ホームページからも申込み可能です
（http://kankanmura.jimdo.com) TEL080-6442-1738 (右田)

れんげの花保育園ホール
小倉北区昭和町16番3号

フ

貴船市民センター多目的ホール

はなはな広場

小倉北区白銀一丁目5番8号

日 時：毎月第1月曜日 10:00～11:30
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
連絡先：貴船市民センター
TEL921-2606

白銀保育所

下富野保育所

小倉北区白銀二丁目2番25号

白銀保育所

毎月10組くらいの親子さんが参加して、みんなで楽しく遊んでいます。
お父さんも大歓迎です。

小倉北区神幸町4番20号

時：年5回 6/14（木）･8/9（木）･10/11（木）12/13（木）･2/7（木）
9:50受付 10:00～11:00（会によって時間変更あり）
対 象：特になし
参加費：無料
申込方法：2日前まで（電話予約）
連絡先：白銀保育所
TEL921-3171

南小倉市民センター

南小倉児童館

日

フ

小倉北区新高田一丁目10番3号

南小倉市民センター（南小倉ふれあいセンター3階）

小倉北区新高田一丁目10番3号

フ

遊びにきませんか

・あそびの提供。
・保育所児童との交流。
・希望者には身体測定、絵本の貸し出しなども行っています。
日 時：5/22（火）、7/24（火）、10/23（火）、12/18（火）、
2/26（火）10:00～11:00
対 象：6 ヶ月～未就園児と保護者
参加費：無料
申込方法：事前連絡
連絡先：下富野保育所
TEL541-6162

★親子でふれあいながらあそびを楽しんで頂いています。
★育児相談（随時）

育

りんごのほっぺ

毎回楽しいあそびが待ってます。どなたでもどうぞ。 身体測定・はな
はな子育て相談は、ホールで行っています。
７月・１０月・２月（豆まき）・・ご希望の方には身体測定を行います。
日 時：月1回（年７回） 9:50～11:00
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：れんげの花保育園
TEL951-0880

フ

8

サークル名

フ

親子ふれあいサロン

親子でいつでも気軽に遊びに来てください。お待ちしています。

児童館に遊びに来ませんか？おもちゃ、絵本がありますよ。広いお部屋
でいっぱい、走ったりできます。

日 時：平日 9時～17時
対 象：特になし
参加費：無料
申込方法：必要なし
連絡先：南小倉市民センター TEL592-5911

日 時：平日 10：00～17：00
対 象：1才児とその保護者（兄弟OK）
参加費：無料
申込方法：必要なし
連絡先：南小倉児童館
TEL581-2976

フ

※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

小倉北区（73ヶ所）※活動場所（住所）の50音順に並べて掲載しています。
富野市民センター多目的ホール
小倉北区須賀町6番23号

フリースペース ぽよぽよ

「子育て支援フリースペースぽよぽよ」は屋根のある公園です。同年齢
の子どもたちの遊びの《場》です。また、ママたちの交流の《場》です。

高坊保育園

小倉北区高坊一丁目7番3号

フ

一緒にあそびましょう

高坊保育園で月に1回ずつ、いっしょにあそびましょうと園庭開放を
行っています。保育室やホール、園庭で色々な遊びを楽しみましょう。
日 時：第2･4火曜日 10:00～11:00
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：高坊保育園
TEL952-7822

新栄たてまち保育園 地域交流スペース
小倉北区竪町二丁目2番16号

フ

たんぽぽ交流（新栄たてまち保育園）

西小倉市民センター

育

＝育児サークル

フ

＝フリースペース

西小倉遊びのスペース

小倉北区大門一丁目5番2号

子育て真っ最中のお父さん、お母さん、そして、おばあちゃん、おじいちゃん、気軽に集
まって遊んだり、お互いの子育てについて、おしゃべりしたりしてみませんか？季節の行
事を楽しんだり、手あそびや絵本の読み聞かせ、子育て相談にのるスタッフもいますよ!!
日 時：毎月第2・4木曜日 10:00～11:30
対 象：3才までの幼児と保護者
参加費：無料
申込方法：必要なし
連絡先：西小倉市民センター TEL592-1603

フ

小倉北区

高坊

小倉北区高坊二丁目 ふれあい農園となり

きりがおかプレイパークＫＩＳＨ（霧丘いっしょに外遊びを拡げよう実行委員会）

水・砂・ロープ・段ボール・・・素材と身体を使って自由に遊びます。赤
ちゃんから大人まで。中・高・大学生ボランティアも大歓迎！
小さい子は大人の人と来てね。
日 時：毎月第1土曜日 10:30～14:00ごろまで
対 象：赤ちゃんから大人までどうぞ。制限なし。
参加費：無料
申込方法：必要なし
連絡先：霧丘市民センター
TEL922-7365

フ

北小倉市民センター多目的ホール
小倉北区中井一丁目10番1号

フリースペース「ぷよぷよ」

気軽に、いつでも親子であそびに来て下さい。

暑さ、寒さを気にせず、ゆっくり過ごす事ができます。同じ年頃の子ど
もを持ったお母さん同士でお話をしてリフレッシュして下さい。

時：毎週月曜日～金曜日 毎月第3水曜日（たんぽぽ交流）
10:00～11:30
対 象：未就園児
参加費：無料
申込方法：必要なし
連絡先：新栄たてまち保育園 TEL562-7001

日 時：毎週金曜日 10:00～12:00
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：北小倉市民センター TEL571-3270

日

光沢寺第二保育園

小倉北区中井二丁目4番33号

フ

光沢寺第二保育園「一緒にあそぼう」

光沢寺中井幼稚園

園庭

小倉北区中井二丁目17番36号

フ

フリースペース のびのび

サークル支援は行っていませんが、
「保育園ってどんなところ？」や「子
育ての困った!!」に保育士が丁寧に対応し、様々な遊びを親子で一緒に
楽しむ内容が充実しています。
日 時：5/9・6/9・6/13・7/25・8/4・8/22・9/5・9/29・10/10・
10/31・12/12・2/13 10:00～11:30（内容により変更あり）
対 象：3 ヶ月～ 5才
参加費：無料
申込方法：事前連絡（人数限定の講座もある為、事前の申し込みが必要）
連絡先：光沢寺第二保育園
TEL562-7660

緑に囲まれ、お花いっぱいの広い園庭で遊具やおもちゃを使って、たくさんのお友だちと一緒
に遊びませんか？子育て支援担当のベテラン保育者が、遊んでくれたり、手遊びをしたり、絵本
を読んでくれたりします。子どもの発達やママの子育ての悩みなど気軽に相談して下さいね。
日 時：火曜日 9:30～11:30
対 象：特になし
参加費：1回／親子で300円 （保険料・教材費）
申込方法：必要なし
連絡先：光沢寺中井幼稚園
TEL561-1754

北九州ソレイユ保育園子育て支援室、園庭、ホール

小倉北ふれあい保育所

フ

小倉北区西港町30番6号

北九州ソレイユ保育園 おひさまひろば

フ

小倉北区馬借一丁目7番1号

ふれあい広場

いつでも、どなたでも、お気軽にご来園下さい。楽しい企画を計画して
います。

★発 達や興味に応じた、楽しいあそびや給食の試食を計画しています。離乳食の対
応もします。
★アレルギー食はご相談下さい。
★保育士、看護師の子育て相談も実施、たくさんお話をしましょう。

日 時：指定なし 9:30～16:00
対 象：特になし
参加費：無料
申込方法：電話連絡にてご予約をお願いします。
連絡先：北九州ソレイユ保育園 TEL561-0011

日 時：年2回 6月７日（木）・11月８日（木）10:00～12:00
対 象：0才～未就学児とその保護者（10名程度）
参加費：無料
申込方法：事前連絡
連絡先：小倉北ふれあい保育所（夜間部） TEL522-8732

日明市民センター多目的ホール
小倉北区日明四丁目3番7号

フ

東篠崎保育所園庭及び園舎内

きしゃぽっぽ

小倉北区東篠崎一丁目10番1号

フ

あっそびっましょ

親同士、子ども同士の交流の場となっています。月1回仲間づくりやリ
フレッシュの良い機会として、気軽に遊びに来てくださいね!保健師さ
んのお話、幼稚園の先生と手あそび、読み聞かせもあります。
日 時：第4金曜日 10:00～11:30
対 象：0才～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：日明市民センター
TEL571-3704

親子で楽しいひとときを過ごしませんか。みなさんが遊びに来るのを
保育所の子ども達も楽しみに待っています。子育てで困っていること、
不安なことなども、お気軽に相談して下さいね。
日 時：年4回（7・10・12・2月） 10:00～11:00
対 象：特になし
参加費：無料
申込方法：事前連絡
連絡先：東篠崎保育所
TEL941-6056

清水市民センター（第2火曜日のみ清水保育所）

清水保育所

フ

小倉北区弁天町6番5号

ふんわりたまご

育

小倉北区弁天町10番1号

「ほっとな子育て清水」をスローガンに・・・！！母親のおしゃべりの場
であり、情報交換・提供の場です。また多くの子育てサポーターの見守
りのもと、子ども達の成長をともに喜びあえる場でもあります。
日 時：毎週火曜日 10:00～11:30
対 象：未就園児とその保護者
参加費：活動内容によって参加費、材料費など実費徴収の
場合があります。
申込方法：必要なし
連絡先：清水市民センター
TEL592-8351

フ

小倉北区

日 時：毎週月曜日（ただし、第3月曜は子育て相談） 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：富野市民センター
TEL533-5541

サークル名

いっしょにあそぼう会

子育て中の保護者の方に、ほっとくつろげる交流の場を提供します。子
育ての悩みや不安を一緒に考えていきましょう。発達に応じた遊びの
場を提供します。
日 時：5月～2月 第２火曜日・9月のみ 第3火曜日 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：必要なし
連絡先：清水保育所
TEL582-1305

※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

9

小倉北区（73ヶ所）※活動場所（住所）の50音順に並べて掲載しています。
泉台市民センター市民サロン
小倉北区真鶴一丁目5番15号

泉台市民センター講堂

市民サロン

小倉北区真鶴一丁目5番15号

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。
市民センター改修工事のため、12月から休館。
時：市民センター開館時 月～金曜日（9:00～21:00）
土曜日（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：泉台市民センター
TEL571-3281
日

小倉北区

光沢寺保育園

小倉北区緑ヶ丘一丁目8番14号

サークル名

フ

ビバ・南丘保育所

0・1・2才児向けの玩具を用意しています。また絵本の貸し出しも行いま
す。
日 時：火曜日～金曜日 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：南丘保育所
TEL592-1533

片野保育園

れんげ心の花保育園 園庭

フ

小倉南区

小倉北区三萩野一丁目12番24号

かたのんのん

小倉北区三萩野二丁目8番18号

同じ年齢の園児と一緒に遊び、交流します。
「保育園はどんなところかな？」と思っている保護者の方も、お気軽に
ご参加ください。
日 時：交流保育：5/7(月) 6/11(月) 8/6(火) 10/15(月) 11/5(月) 夏まつり夕涼み会：7/21(土) クリスマス会：12/21(金)
豆まき：2/1(金) ひなまつり：3/1(金)交流保育：10:00～11:00 夏まつり夕涼み会：夕方 季節行事：10:00～11:00

対 象：0才～未就園児と保護者
参加費：無料
申込方法：事前連絡
連絡先：片野保育園
TEL921-5906

森林幼稚園

小倉北区妙見町1番32号

森林幼稚園

フ

幼児教室

＝フリースペース

ラッコの会

時：5/10(木)・6/14(木)・7/12(木)・9/6(木)・10/11(木)・11/29(木)・
1/10(木) 10:00～11:30
対 象：プログラムによって予約制のものもあります。
参加費：無料（給食試食会のみ実費徴収）
申込方法：事前連絡
連絡先：光沢寺保育園 ホームページ http://koutakuji.net/hoikuen/
TEL571-1706

日

フ

育

小倉北区南丘二丁目15番1号

保育園の同年齢の子ども達とふれあう企画や楽しい催しを行います。
詳細はポスター、ちらし、園までお問い合わせ下さい。内容によっては
予約が必要となります。

＝育児サークル

毎回10～20組位の方が参加して、楽しく過ごしています。第3水曜日は30分ぐ
らい英語のうた遊び。皆さんも是非お友達を作りにいらして下さい。市民セン
ターの改修工事のため、12月以降は、日時・場所が変更となります。
日 時：毎月第2・3水曜日 10:00～11:30
対 象：小倉北区に在住の0才～未就学児と保護者
参加費：無料
申込方法：必要なし
連絡先：泉台市民センター
TEL571-3281

南丘保育所保育室

光沢寺保育園

育

フ

れんれん れんげ広場

★小さいお子さんが遊べるおもちゃがたくさんあります。★家庭ででき
ない遊びが経験できます。★トイレの躾、食事の悩みに経験ある保育
士が、相談をお受けします。
日 時：月1回（主として土曜日） 10:00～11:00
対 象：未就学児
参加費：無料
申込方法：必要なし
連絡先：れんげ心の花保育園 TEL921-5655

フ

キンダーポート保育園
小倉北区明和町3番8号

子育てクラブ「Hug hug（ハグハグ）」

・子育て中のお母さんや就園前のお子さんたちの交流、ふれあいの為
に幼稚園開放をしています。
・園庭で遊んだり、親子で物を作ったりします。
日 時：木曜日（5月～7月・9月～12月・1月～2月） 10:30～12:00
対 象：特になし
参加費：1回／ 200円
申込方法：必要なし
連絡先：森林幼稚園
TEL931-1454

偶数月、第3金曜日の10時過ぎから、楽しく開催しています。 たくさん
の親子の参加をお待ちしています。 保育園ホームページに、案内や様
子を掲載しています。昨年１１月に園舎も新しくなりました。
日 時：偶数月の第3金曜日
10:15～11:45
対 象：未就園児と保護者
参加費：無料
申込方法：事前（開催月の1日から先着順のTEL申込み：12組程度）
連絡先：キンダーポート保育園 TEL521-4251

三萩野保育園 各保育室・園庭・ホールなど

山田緑地、夜宮公園、夜宮青少年センター

育

小倉北区明和町５－９

みんなで あそぼう！（三萩野保育園）

同じ年齢のクラスの子どもと遊んだり、交流したりすることが出来ま
す。色々な行事に一緒に参加することが出来ます。育児相談もお受けし
ます。
日 時：7/11(水)・7/28(土)・10/10(水)・12/5(水)・1/24(水)・2/未定
10:00～11:00
対 象：未就園児の0～5才迄のお子さんと保護者
参加費：無料
申込方法：事前連絡
連絡先：三萩野保育園
TEL521-4094

フ

山田緑地

小倉北区山田町

森の育ち場

育

小倉南区大字石原町146－1

響の森

基本活動

週1回の先生と母子の育児サークル活動です。子どもを自然に触れさせ
ながら、のびのび育てたい、子どもが、思いきり遊ぶ場を共有したい、
と思われる方は、ぜひご連絡下さい。
日 時：毎週金曜日 10:00～13:00（14時まで話し合い）
対 象：未就学児の親子
参加費：月会費(2,000円～ 3,000円）
申込方法：登録制メールアドレス：hibikinomori093@gmail.com
ホームページ ：http：//morinoyouchien-kitakyushu.jimdo.com/のお問い合わせフォームから
連絡先：山田緑地：TEL582-4870 夜宮青少年センター：TEL871-3465

育

みちくさ

未就園児とその保護者を対象に「やりたいことをのびのびと」
「自分の
気持ち」の2つを大切にしながら、のびのびと自然と触れ合い遊びま
す。子ども達だけでなく、親同士の交流の場となっています。
日 時：木曜日 10:20～13:00
対 象：未就園児とその保護者及び妊婦
参加費：10,000円／ 5回
申込方法：登録制
連絡先：特定非営利活動法人 森の育ち場 morino@sodachiba.jp

認定こども園 石原幼稚園

フ

子育てサークル おむすびクラブ（石原幼稚園）

「おむすびクラブ」は乳幼児及びその保護者が集い、交流できる場で
す。
“同じ年頃のこどもや、お母さんとふれ合いたい”
“どこかへ出かけ
たい”
“幼稚園に行ってみたい”と思っている方、参加してみませんか？
日 時：5月18日(金) 6月1日(木) 6月12日(火) 7月6日(金) 9月7日(金) 9月29日(土)・10月24日(金)
11月9日(金) 12月7日(金) 12月19日(水) 1月30日(水) 2月22日(木)) 10:30～12:00
対 象：1才～未就園児とその保護者
参加費：200円／ 1回
申込方法：事前連絡、登録制
連絡先：認定こども園 石原幼稚園 TEL453-2777

育

小倉南区（95ヶ所）
※活動場所（住所）の50音順に並べて掲載しています。

長尾市民センター多目的ホール
小倉南区長行西一丁目1番1号

バンビーズ

広い部屋で、のびのびと遊べ、おもちゃもたくさんあります。保護者同
士の交流も活発です。ぜひ遊びに来てください！！
日 時：毎月第1・3・4月曜日 10:00～12:00
対 象：就学前の子どもと保護者
参加費：無料
申込方法：必要なし
連絡先：長尾市民センター
TEL451-1620

10 ※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

