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。
あさひ保育園

小倉南区横代北町一丁目5番20号

サークル名

蜷田保育所保育室

あさひゲンキッズ

小倉南区横代東町二丁目1番10号

育

＝育児サークル

保育所の子どもたちと一緒にあそびましょう。

日 時：7/6（金） 10/17（水） 12/21（金） 3/1（金） 10:00～11:00
対 象：就学前の乳幼児とその保護者
参加費：無料
申込方法：事前連絡
連絡先：あさひ保育園
TEL962-2572

日 時：年3回 10:30～11:15
対 象：特になし
参加費：無料
申込方法：事前連絡
連絡先：蜷田保育所 TEL962-4660

横代市民センター

小倉南区横代東町四丁目13番1号

横代市民センター

おしゃべりポケット

小倉南区横代東町四丁目13番1号

日 時：第1・4金曜日 10:30～12:00
対 象：特になし
参加費：100円/月（一家族）
申込方法：事前連絡
連絡先：横代市民センター（見学を勧めています）
TEL962-1731

日 時：第2・4土曜日 13:00～15:00
対 象：特になし
参加費：100円/月（一家族）
申込方法：事前連絡
連絡先：横代市民センター（見学を勧めています）
TEL962-1731

小倉南区横代東町四丁目13番1号

エフコープ組合員活動の拠点 puchi puchi

プチ・とまと

小倉南区若園一丁目７‐１７

育

puchi puchi cafe

子どもを遊ばせながら、お母さん同志でおしゃべりしたり悩みを相談
し合ったり 自由に過ごしてください。

お子さま連れで参加できる講座やイベント、ワークショップも開催して
います。お家のような温かくて落ち着ける空間でお待ちしています。

日 時：毎月第1・3月曜日
対 象：特になし
参加費：無料
申込方法：必要なし
連絡先：横代市民センター

10:00～12:00

日 時：毎月 水・木・金曜日（祝日は除く） 10:30～15:00
対 象：０才～小学生とその保護者
参加費：無料
申込方法：エフコープ組合員活動の拠点 puchi puchi
連絡先：puchi puchi124@gmail.com TEL230-0979

若園保育所

にこにこの日

TEL962-1731

若園市民センター多目的ホール
小倉南区若園四丁目1番50号

フ
若松区

小倉南区若園二丁目4番15号

フ

ぽっぽクラブ

お子さんと同じ年齢のクラスにも入って、遊んでもらいます。子育て相
談も受けています。

毎回5組くらいの方が参加して、楽しく遊んでいます。特にプール遊び
やクリスマス会も楽しいと好評です。

日 時：毎月第3木曜日 10:00～11:20
対 象：生後6 ヶ月以上
参加費：無料
申込方法：感染症などの連絡のため、電話連絡をお願いします。
連絡先：若園保育所
TEL941-7640

日 時：毎月第1・3月曜日 10:00～12:00
対 象：特になし
参加費：無料（クリスマス会のみ有料）
申込方法：必要なし（クリスマス会のみ事前申込み）
連絡先：若園市民センター
TEL921-3344

小倉南生涯学習センター
小倉南区若園五丁目1番5号

フ

若松区（37ヶ所）

育

若松区青葉台西一丁目3番1号

フ

北九州難聴児サークル「みみずく」

聴覚障害児をもつ、家族の交流の場として活動しています。今年度は保
護者の勉強会と子供の遊びの場を、毎月交互に開催予定です。お気軽
にお問い合せ下さい。
日 時：毎月 いずれかの金曜日 10：00～12：00
対 象：北九州または北九州近郊に住む聴覚障害児を育てる家族
参加費：１回あたり１００円（別途材料費あり）
申込方法：事前連絡
連絡先：入江亜矢子
mail:kitakyusyu.deafchild@gmail.com

若松青葉幼稚園

※活動場所（住所）の50音順に並べて掲載しています。

青葉市民センター

ピヨピヨランド

若松区青葉台西一丁目14番1号

たくさん友達つくる会

同年齢の子と遊んだり交流することが出来ます。また、子育てで悩まれ
たりする保護者の方もみんなで話をしたり、子育てのお役に立てたら
と思います。是非、お近くのお友達と一緒に遊びに来られて下さい。
日 時：毎月第1水曜日（変更有） 10:00～11:30
対 象：1才～未就園の子供と保護者
参加費：無料
申込方法：事前連絡
連絡先：若松青葉幼稚園
TEL742-1077

親子遊び やお話など遊びながら、チビッコ同士の小さな社会の中で
「ルール」と「思いやり」を自然と学び、親同士の交流や育児の情報交
換も行っています。遊びに来て下さいね。
日 時：毎月第1・3金曜日 10:00～12:00
対 象：乳幼児とその保護者
参加費：無料
申込方法：必要なし
連絡先：青葉市民センター
TEL742-5331

藤ノ木市民センター多目的ホール

藤ノ木市民センター、藤木小学校、若松幼稚園、藤ノ木児童館

フ

若松区赤島町20番13号

小倉南区

子育て中のママ達が集まり、遊びの輪を広げています。

横代市民センター

育

おしゃべりポケット2

子育て中のママ達が集まり、遊びの輪を広げています。

育

＝フリースペース

ひなたっこ

・保育園の子どもたちと一緒に行事に参加します。

フ

フ

おっはー藤ノ木

フ

若松区赤島町20番13号

読み聞かせ「ゆりかご」

たくさんのおもちゃに囲まれて、子ども達は、楽しく遊んでいます。
お気軽に遊びに来て下さい。

絵本のすばらしさを子ども達に伝えて、楽しんでもらっています。子ど
もはもちろん読んでいるメンバーも、心豊かになります。

日 時：毎月第2・4火曜日 10:00～12:00
対 象：主に未就園児とその保護者ですが、どなたでも
参加費：50円/1回につき（おやつ代）
申込方法：必要なし
連絡先：藤ノ木市民センター TEL771-7955

日

フ

時：毎月第2・4火曜日 第1・3水曜日 第2・4火曜日:13:30～15:30（定例会）
第2・4火曜日:11:40～12:00（フリースペース） 第1･3水曜日:8:40～8:55
（小学校）・16:30～16:50（児童館）第3水曜日:13:15～13:40（幼稚園）
対 象：特になし
参加費：1200円/年
申込方法：事前連絡
連絡先：藤ノ木市民センター TEL771-7955

※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。

育
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若松区（37ヶ所）※活動場所（住所）の50音順に並べて掲載しています。
松美保育園

みーんな

若松区安屋2437番地

おいで！！

サークル名

石峰保育所

若松区今光一丁目19番25号

育

＝育児サークル

フ

＝フリースペース

石峰保育所

お子様と一緒に、随時見学、遊びにどうぞ！

温かい子育てや家庭支援を行い、地域に開かれた保育所を目指してい
ます。どうぞ、あそびにきて下さいね。

日 時：要問合せ 10:00～11:00
対 象：乳幼児～未就学児と保護者
参加費：無料
申込方法：事前連絡
連絡先：松美保育園
TEL741-2226

時：6/13（水） 7/24（火）8/20（月） 10/10（水） 10/31（水） 12/12（水） 2/1（金）
10:00～11:00
7/28（土）のみ18：00～19：30
対 象：0才～就学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：石峰保育所
TEL791-0006

若松幼稚園遊戯室

日

フ

神愛幼稚園

ひよこクラブ

若松区今光二丁目1番3号

ホール

若松区栄盛川町9番1号

ひよこぐみ（神愛幼稚園）

幼稚園児と一緒に遊んだり、親子でふれ合う遊びをしたりして、楽しんで
います。毎週水曜日はひよこクラブの部屋や園庭の遊具を自由に使って
遊んでいただける園内開放を行っています。 気軽に遊びに来て下さい。
日 時：5/17(木) 6/14(木) 7/4(水) 7/６(金) 7/12(木) 9/19(水) 10/7(日)10/18(木) 11/1(木)
11/15(木) 12/19(水) 1/24(木) 2/14(木) 9:30～11:30
対 象：北九州市内在住の1才～未就園児と保護者
参加費：100円/回
申込方法：必要なし
連絡先：若松幼稚園
TEL701-0362

日 時：5/22(火) 6/19(火) 7/3(火) 9/11(火) 10:00～11:00
対 象：1歳6 ヶ月～未就園児と保護者
参加費：1回あたり100円
申込方法：事前連絡
連絡先：神愛幼稚園
TEL761-4572

畑保育所

行学幼稚園

育

「あそびにきませんか」

若松区大谷町3番1号

自然に囲まれた園庭や、清潔な砂場での外あそびができます。

若松区

日 時：要問合せ
対 象：特になし
参加費：無料
申込方法：事前連絡
連絡先：畑保育所

10:00～11:00

フ
TEL761-3998

島郷市民センター和室
若松区鴨生田二丁目1番1号

親子で楽しいふれあい体験を致しましょう！！

若松区大字乙丸770番1号

育

ピヨピヨランド

同年齢の子と遊んだり交流することが出来ます。また、子育てで悩まれ
たりする保護者の方もみんなで話をしたり、子育てのお役に立てたら
と思います。
日 時：毎月1回（水曜日）変更有 10:00～11:30
対 象：1才～未就園児と保護者
参加費：無料
申込方法：事前連絡
連絡先：行学幼稚園
TEL741-1710

フ

ひびきの保育園

チャイルズランド

フ

ホール

若松区塩屋三丁目21番1号

ひびきのひろば

季節を感じる行事を通じて、楽しく仲良く遊んだり、お話ししたりしま
せんか？チャイルズランドは子育て中のお父さん・お母さんを応援して
います。
日 時：毎週木曜日 10:00～11:30
対 象：特になし
参加費：無料
申込方法：必要なし（回により必要な場合有）
連絡先：島郷市民センター
TEL791-0483

親子でつくったり、ふれあい遊びをしたり、園の遊具で遊んだりと楽し
いことを計画しています。毎回、おはなしコーナーもありますので、ぜひ
遊びに来てください。
日 時：7/3（火）・ 10/10（水）・12/25 （火）・ 2/5（火）10:00～11:00
対 象：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：ひびきの保育園
TEL742-5500

高須市民センター

高須幼稚園

フ

若松区高須北一丁目1番2号

講堂

フリースペース「ひよっ子」

フ

保育室

若松区高須東四丁目12番40号

体験保育

★お昼寝から目が覚めたら、広い講堂でのびのびと遊びませんか。
★第4火曜日はイベントを企画します。お楽しみに！

日程は、園バスに貼っているポスターやホームページに記載しておりま
す。

日 時：毎週木曜日15:00～17:00 第4火曜日10:00～12:00
対 象：主に未就園児の子どもと保護者（どなたでもどうぞ）
参加費：無料
申込方法：必要なし
連絡先：高須市民センター
TEL741-5707

日 時：毎月2回（不定期） 10:00～11:00
対 象：1才～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：高須幼稚園
TEL741-6003

小石幼稚園

若松区棚田町11番28号

フ

なかよしルーム（小石幼稚園）

顕照寺朝日ヶ丘幼稚園
若松区大字頓田594番4号

フ

にこにこキッズ

同年齢のお友達、お母様方の交流の場になります。たくさんのお友達
が来てくれる事を心待ちにしています。

在園児と遊んだり、交流することができ、毎回皆さん大喜びです。保護
者の方もお友達ができています。

日 時：毎月 第1金曜日 (月により変更あり) 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：小石幼稚園
TEL761-3404

時：5/8(火) 6/5(火) 7/4(水) 9/11(火) 10/7(日) 10/17(水)
11/7(水) 1/16(水) 2/6(水)) 10:35～11:35
対 象：特になし
参加費：50円/1回（保険代）
申込方法：必要なし
連絡先：顕照寺朝日ヶ丘幼稚園 TEL791-3737

赤崎市民センター多目的ホール
若松区西小石町8番2号

日

フ

あおぞら保育所

わんぱくひろば

若松区西園町12番6号

あおぞら体験ひろば

毎回10組前後の親子が楽しく遊んでいます。わたしも、ぼくも、ママも、
たくさんお友達を作りましょう。

同年齢の子どもたちと一緒にあそびませんか。

日 時：毎月第1･3金曜日（6・10月は第1金曜日の開催なし） 10:00～11:30
対 象：乳幼児から未就学児と保護者
参加費：無料（内容によっては、実費負担を頂くことがあります。）
申込方法：必要なし（第1週のイベント及びミニ運動会、冬のお楽しみ
会は事前の申し込みが必要。第3週は必要なし。）
連絡先：赤崎市民センター
TEL751-1900

日 時：10:00～11:00（七夕会 クリスマス会）18:00～20:00（夕涼み会）
対 象：若松区に在住の1歳～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：あおぞら保育所
TEL761-3423

フ

育

18 ※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

若松区（37ヶ所）※活動場所（住所）の50音順に並べて掲載しています。
修多羅市民センター多目的ホール
若松区白山一丁目9番13号

若松天使園 遊戯室及び園庭

ぞうさんキッズ

若松区白山一丁目9番50号

子育て中の保護者と子どもが遊べる場所。
日 時：毎月第1･3木曜日 10:00～11:30
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（当日の受付もOK）
連絡先：修多羅市民センター TEL751-0720

鴨生田保育園（保育室・園庭他）
若松区畠田三丁目1番50号

サークル名

フ

＝育児サークル

フ

＝フリースペース

あそびにおいでよ！

親子ですごす、楽しい時間を計画しています。お母様やお子様にたくさ
んの出会いがあり、仲間づくりの場になりますように。ぜひ、あそびに
いらして下さい。
日 時：6/22(金) 7/18(水) 8/23(木) 10/19(金) 11/28(水)
1/25(金) 2/22(金) 10:00～11:00頃
対 象：1才半～未就園の子どもと保護者
参加費：無料（行事によって有料100円）
申込方法：必要なし
連絡先：若松天使園
TEL751-2487

育

若松コスモス保育所 ２階「おひさまルーム」

親子でどうぞ

育

若松区浜町二丁目10番13号

おひさまルーム

★同年齢・異年齢のクラスの子と遊んだり、交流することができます。
★保育園体験をしてみませんか。人なつっこい子ども達が待っていま
す。
日 時：月1回土曜日 園庭開放10:00～11:15 夕涼み会18:30～20:30
コンサート、腹話術等10:00～10:50
対 象：未就学児とその保護者
参加費：無料(夕涼み会の夜店は希望購入により有料）
申込方法：事前連絡 ～できればお願いします。
連絡先：鴨生田保育園
TEL791-5533

・木製の玩具や各年齢に応じた絵本を多数設けています。 育児相談も
担当者が対応します。
・「絵本の貸し出し」を行っています。
日 時：毎週月曜日～土曜日 10:00～12:00 15:00～16:30
対 象：未就園児の子どもとその保護者
参加費：無料
申込方法：行事などで、利用できない日があるので、電話でご確認下さい
連絡先：若松コスモス保育所 TEL761-5622（子育て支援事業専用）

若松コスモス保育所

若松コスモス保育所

フ

若松区浜町二丁目10番13号

コスモスひろば

フ

若松区浜町二丁目10番13号

若松コスモス保育所「絵本のひろば」

・室内での交流、保育士による育児講座と保健師による保健講座を年2回ずつ
行っています。・季節に合わせた遊びを用意して、お待ちしています。・参加の子
どもの年齢に合わせた、大型えほん、ペープサートを使った遊び等あります。
日 時：第2木曜日又は第3木曜日 10:00～11:30
対 象：未就園児の子どもとその保護者
参加費：無料
申込方法：必要なし
連絡先：若松コスモス保育所 TEL761-5622（子育て支援事業専用）

寒さ、暑さの厳しい時期、戸外で行う[「青空ひろば」に代わって開催し
ます。・大型えほん、紙芝居、ペープサートを使ったお話しなど、
「見る
もの」を中心に楽しい時間にします。・「絵本の貸し出し」を行います。
日 時：年6回 7/13(金)・8/3(金)・9/7(金)・12/14(金)・
1/11(金)・2/8(金) 10:30～11:30
対 象：未就園児の子どもとその保護者
参加費：無料
申込方法：必要なし
連絡先：若松コスモス保育所 TEL761-5622（子育て支援事業専用）

浜町二丁目公園

二島市民センター

フ

青空ひろば

若松区東二島二丁目7番3号

ちっちゃい室内公園

戸外でのびのびとあそびを楽しみます。
浜町２丁目公園で、大型えほん、ペープサートを使ってのお話をします。
体操をしたり、音楽に合わせて体を動かして遊びます。
日 時：年４回 5/11（金）6/8（金）10/5（金）11/9（金）
10:30 ～ 11:30
対 象：未就園児の子どもとその保護者
参加費：無料
申込方法：必要なし
連絡先：若松コスモス保育所 TEL761-5622（子育て支援事業専用）

雨の日も風の日も、センターの和室を解放しています。お子様と一緒に
おしゃべりを楽しみながら、子育て談義や悩みなどを通して交流を深
められる居場所になればと思います。
日 時：月曜日～土曜日 10:00～15:00
対 象：特になし
参加費：無料
申込方法：必要なし
連絡先：二島市民センター
TEL791-1552

二島市民センター

日吉幼稚園

フ

若松区東二島二丁目7番3号

二島 フリースペース 青りんご

フ

保育室

若松区東二島二丁目16番6号

子育てサロン「ちゅうりっぷ」

★第3木曜日：乳幼児なんでも相談 ★第1木曜日に多目的ホールを開放

お子さま同士の交流、保護者の皆様の交流の場としてお気軽にご利用
ください。幼稚園の施設・遊具で楽しく遊びましょう。

日 時：毎月第1木曜日 10:00～11:30
対 象：特になし
参加費：無料
申込方法：必要なし
連絡先：二島市民センター
TEL791-1552

日 時：毎週水曜日 10:00～11:00
対 象：未就園のお子さまと保護者様
参加費：無料
申込方法：必要なし
連絡先：日吉幼稚園
TEL791-0067

ひびきの市民センター
若松区ひびきの北８番28号

フ

光貞幼稚園

ママほっとカフェ

若松区ひびきの南一丁目7番地102

お友達作りに来館ください。
日 時：水曜日開催（月に1回程度） 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：ひびきの市民センター TEL701-5161

深町市民センター多目的ホール
若松区深町一丁目2番12号

フ

フ

おはようクラブ

育

若松区深町一丁目13番19号

平成24年3月から始まり、今年で６年目のフリースペースです。参加者
が増えています。 楽しいイベントも毎回計画しています。 公園で遊ぶ
ような気持ちで気軽にお出かけください。
日 時：毎月第1火曜日 11:00～12:00
対 象：未就園児
参加費：無料（基本無料ですが、行事によっては材料費等を
徴収する月が有。その場合事前申込みが必要です。）
申込方法：必要なし
連絡先：深町市民センター
TEL771-6873

育

幼稚園にご入園される前のお子様と保護者の方とが、一緒に楽しめる
ほのぼのとした活動を月毎に用意いたしております。お子様は勿論で
すが、おうちの方々のお友達作りの場になっているようです。
日 時：月に約1回予定 今年度は 5/19(土) 6/26(火) 7/22(日) 9/15(土) 10/25(木)
11/17(土) 12/15(土) 1/19(土) 2/16(土)
10:00～11:00（月1回）10:00～11:30（4/21土・3/16土 園庭開放）
対 象：2歳～3歳児 参加費：無料
申込方法：事前連絡
連絡先：光貞幼稚園
TEL603-7711

深町どんぐりのもり保育所地域交流スペース  各保育室

どんぐりひろば

若松区

若松区浜町二丁目11番31号

フ

ふれあいタイム

「ふれあいタイム」は毎月1～2回、
「育児ルーム」は年2回開催してい
ます。是非、お子さんと一緒に深町どんぐりのもり保育所にいらして下
さい。
日 時：詳しくはお問い合わせ下さい 9:45～11:00
対 象：未就学児
参加費：無料
申込方法：必要なし
連絡先：深町どんぐりのもり保育所
TEL761-6163

※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

19

若松区（37ヶ所）※活動場所（住所）の50音順に並べて掲載しています。
二島保育所

いっしょにあそびましょう

若松区二島三丁目3番59号

体を使った遊びや製作など、同年齢のクラスの子ども達と交流しなが
ら遊びます。
日 時：毎月第2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：二島保育所

10:10～11:20

古前市民センター 市民ホール
若松区古前一丁目28番23号

フ
TEL791-1934

サークル名

古前保育所

若松区古前一丁目28番17号

＝育児サークル

フ

＝フリースペース

ふるまえひろば

ご家庭で育児をされているお母様、お子様と保育所の子ども達と一緒
に遊ばせてみませんか？集団の中で、楽しい姿の発見があるかもしれ
ません。
日 時：5/18（金）・6/22（金）・7/6（金）・8/17（金）・10/19（金）・12/25（火）
・1/18（金）・2/22（金） 10:00～11:00
対 象：6 ヶ月～未就学児
参加費：無料
申込方法：必要なし
連絡先：古前保育所
TEL761-2119

フ

古前市民センター 多目的ホール

古前キッズコーナー

育

若松区古前一丁目28番23号

ぷにぷにほっぺ

今年度よりマットやおもちゃも新しくなり、小さな子どもが楽しく遊べ
るスペースを作りました。かわいい笑顔をセンターに運んでください。

子育てサロンを立ち上げ、毎月いろいろなイベントを計画しています。
気軽に遊びに来てくださいね。お待ちしています。

日 時：月～土曜日 9:00～16:30
対 象：特になし
参加費：無料
申込方法：必要なし
連絡先：古前市民センター
TEL771-8202

日 時：おおむね 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：古前市民センター TEL771-8202

精華幼稚園

若松区和田町13番12号

フ

親子で遊ぶ会"つくしぐみ"

同じ年齢のクラスの子と遊んだり、園に通っているお兄ちゃんお姉
ちゃんと、交流したりすることができます。親子で楽しい時間をすごし
ましょう。
日 時：5/10・5/19・6/16・6/28・7/7・8/18・9/6・9/15・9/29・10/11・
10/20・11/8・11/17・1/19・1/24・2/14・3/7
（木曜または土曜日）10:30～11:30
対 象：特になし
参加費：無料
申込方法：事前連絡
連絡先：精華幼稚園
TEL761-0729

八幡東区（33ヶ所）

フ

若松区

高見幼稚園 たかみロンパールーム
八幡東区荒生田三丁目5－25

あそびにおいでよ！！ＨＡＰＰＹルーム

※活動場所（住所）の50音順に並べて掲載しています。

大蔵保育園（地域交流室 各保育室）
八幡東区祝町一丁目13番3号

ひまわりクラブ

たかみロンパールームでは、地域の子育てを支援するため保育室を開放して未就園児のお子様と保護者の皆様を対象に「ＨＡＰＰＹ
ルーム」を開設しています。これは入園前にお子様がたくさんのお友達と一緒に遊んだり触れ合う中で、少しでも雰囲気を味わった
り、また、お母様同士の仲間作りのために役立てればと思っています。親子の交流の場としてどうぞお気軽にお越しください。
日 時：土曜日 10:30～11:30
対 象：１～３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：たかみロンパールーム 高見幼稚園
TEL651-2266

日 時：第3土曜日 10:00～11:00
対 象：未就学児と保護者
参加費：無料
申込方法：事前連絡
連絡先：大蔵保育園
TEL653-0988

枝光北市民センター

枝光北市民センター多目的ホール

フ

八幡東区

八幡東区枝光二丁目8番5号

枝光北市民センター フリースペース

自由遊び。おもちゃ、絵本、乳児用ベッドがあります。
日 時：月曜日～土曜日 9:00～17:00
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：枝光北市民センター TEL661-2437

小鳩幼稚園 園庭 保育室（こばとルーム）・3Fホール
八幡東区枝光四丁目10番1号

フ

お友だちと遊んで、楽しく交流しましょう。

八幡東区枝光二丁目8番5号

元気っ子ひろば

フ

堂山保育所園庭・遊戯室

こばと開放日

八幡東区枝光四丁目15番1号

にこにこ広場

保育所の行事に参加したり、広い園庭で遊んだりできます。
お待ちしています。

日 時：月1回（第2or第3木曜日） 10:00～12:00
対 象：1才以上の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：小鳩幼稚園
TEL671-3708

日 時：不定期 10:00～11:10
対 象：特になし
参加費：無料
申込方法：事前連絡
連絡先：堂山保育所
TEL681-1868

八幡東区大蔵二丁目1番40号

フ

フリースペースさくらんぼ

自由に楽しく遊んでいます。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：毎月第1･2･3･4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：大蔵市民センター
TEL652-3817

フ

フ

貨物列車が見える"屋根のある公園"として、多目的ホールの広いスペースでのびのび遊んでいます。又保護者と子
育てサポーターがおしゃべりしながら、皆で子どもの見守りをしています。新しいお友達もすぐ仲間入り出来る楽
しい広場です。幼稚園に行ったお兄ちゃん、お姉ちゃんも休みには、また遊びに来てくれますよ!!
日 時：毎週金曜日（第5週を除く） 10:00～12:00
対 象：地域を問わず0才～未就学児と保護者（おじいちゃん、おばあちゃん歓迎）
参加費：無料
申込方法：必要なし
連絡先：枝光北市民センター TEL661-2437

楽しいことが、いっぱいあります。仲間づくりをして、お友達をたくさん
作って下さい。

大蔵市民センター多目的ホール

フ

乳山幼稚園

八幡東区大蔵二丁目18番8号

フ

チヤマキッズ

月1回、未就園児のお子様とお母様が集まり楽しく遊べる場を設けてい
ます。親子のコミュニケーションや子供同士のふれあい、また親同士の
情報の場としてもご利用いただけます。
日 時：毎月1回 11:00～12:00
対 象：1才～未就園児とその保護者
参加費：1回／ 500円
申込方法：事前連絡
連絡先：乳山幼稚園
TEL651-5981

20 ※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。

育

