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

八幡東区（33ヶ所）※活動場所（住所）の50音順に並べて掲載しています。
杉の実保育園地域交流スペース
八幡東区大蔵三丁目2番18号

わくわくMONDAYクラブ

サークル名

尾倉市民センター 多目的ホール
八幡東区尾倉一丁目15番2号

育

＝育児サークル

フ

＝フリースペース

キッズおぐら はっぴーぱーく

子育て中の保護者同士の交流や保育園での遊びの体験ができます。
広い園庭でゆったりと遊んで帰って下さい。

人数限定もありませんし、事前連絡も必要がありません。どなたでも
気軽に参加できます。皆さん、是非遊びに来て下さい。

日 時：月曜日（月3回） 10:00～11:30
対 象：北九州市に在住の未就園児と保護者
参加費：無料
申込方法：登録制
連絡先：杉の実保育園
TEL651-4527

日 時：毎月第1・3・5水曜日 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：尾倉市民センター
TEL661-0516

尾倉幼稚園

第2園庭

八幡東区尾倉三丁目8番2号

フ

フリースペース（尾倉幼稚園）

園庭開放。楽しい遊具がたくさんあるよ、遊びにおいでね。
尾倉幼稚園の雰囲気を感じて下さい。
日 時：第3金曜日 10:00～12:00
対 象：2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：尾倉幼稚園
TEL671-3319

八幡東さくら保育所キッズルーム
八幡東区祇園一丁目5番1号

フ

さくらママ＆キッズアルバムタイム

八幡東さくら保育所キッズルーム・前田市民センター
八幡東区祇園一丁目5番1号

さくらキッズルーム（八幡東さくら保育所）

★幼稚園や保育所に通っていない親子を対象に遊びの場を開放し、同じ子育てをしている親達
が交流できる屋根のある公園です。★年齢に合わせた遊具や玩具を揃え、専門スタッフ2名が親
子のあそびのサポートや子育てのアドバイスをしています。★是非気軽に遊びに来て下さい。
日 時：毎週火曜日～金曜日 おおむね1歳以上:10:00～12:00
0歳児:13:00～15:00
対 象：幼稚園や保育所に通っていない親子
参加費：無料
申込方法：必要なし
連絡先：八幡東さくら保育所 TEL663-5885

フ

前田市民センター

八幡東区祇園一丁目5番1号

やんちゃ広場

どんどん溜まる子供たちとの思い出の写真で、子供の成長記録アルバ
ム、スクラップブッキングを作りませんか？
見返す度にその光景が甦ります。
日 時：毎月1回 月曜日（8月はお休み） 10:00～12:00
対 象：0歳～未就園の子どもと保護者
参加費：1,200円／ 1回
申込方法：事前連絡
連絡先：さくらママ＆キッズアルバムタイム
sakuramamaandkids@gmail.com LINE ID @okx8195z

日 時：毎週月曜日～土曜日 月～金 9:00～21:30 土 9:00～16:30
対 象：未就園児
参加費：無料
申込方法：必要なし
連絡先：前田市民センター
TEL662-0552

高見市民センター

高見市民センター

育

八幡東区高見二丁目8番20号

親子にこにこタイム＆お話し会

「親子にこにこタイム」は第5木曜日を中心に親子で楽しめる内容を中心に年6回程度開催
されています。
「お話し会」は第1、3、4木曜日に地域のボランティアさんにより絵本、紙芝
居の他、手あそび、歌あそび、パネルシアター、エプロンシアター他が行われています。
○毎週木曜日11:30～13:30 飲食できるスペース「ひよこらんど」を開放しています。

八幡東幼稚園

八幡東区高見三丁目1番32号

フ

自由遊び。おもちゃ、絵本、乳児用ベットがあります。お友だちが来てく
れることを、楽しみにしています。

八幡東区高見二丁目8番20号

ひよこ ひろば

ひよこひろば は市民ホールの一角にある畳スペースです。親子で楽しく過ごせる雰囲気で、おも
ちゃや絵本も充実しています。毎週木曜日（第2を除く）に和室で、ボランティアさんによる、お話し
会や読み聞かせがあります。毎週木曜日12:00～14:00 お弁当を食べるスペースもあります。
日 時：毎週月曜日～土曜日 9:00～17:00
対 象：未就園児とその保護者
参加費：無料 実費（保険料・材料費等）必要な場合があります。
申込方法：必要なし（親子にこにこタイムのみ必要）
連絡先：高見市民センター
TEL651-2101

フ

中央保育所施設内スペース（絵本コーナー、保育室etc）

なかよし広場

フ

八幡東区中央一丁目11番1号

あそびにおいでよ!!

園舎の横には、板櫃川が流れ、緑いっぱいの芝生の園庭には、様々な小
鳥がやってくる自然がいっぱいの幼稚園です。親子で、のびのびと遊び
ませんか!!
日 時：月1～2回 曜日は決まっていません 9:30～11:30頃まで
対 象：未就園児と保護者
参加費：100円/回（保険料・おやつ）
申込方法：必要なし
連絡先：八幡東幼稚園
TEL652-2087

中央保育所のお友だちとあそびませんか？外であそんだり、お部屋の
おもちゃであそんだりしましょう。育児に関する相談もお気軽にどう
ぞ！
日 時：５月、6月13日、8月8日、10月10日 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：中央保育所
TEL681-2462

八幡大谷市民センター

八幡大谷市民センター和室

フ

八幡東区中央二丁目1番1号

きらきらコーナー

フ

八幡東区中央二丁目1番1号

レインボー☆きらきら☆ママ

開館時間内であれば、いつでも遊びにおいで下さい。

季節感たっぷりの内容で、みんなでワイワイガヤガヤ楽しく遊んでい
ます。一度遊びにおいで下さい。

日 時：月曜日～土曜日 センター開館時間内（月曜日は17:00で閉館）
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：八幡大谷市民センター TEL661-1092

日 時：毎月第1木曜日 11:00～12:00
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：八幡大谷市民センター TEL661-1092

枝光南市民センター

八幡東区中央三丁目9番5号

フ

フリースペース キッズレモン

みんなで楽しく情報交換などをしています。いつでもお気軽に遊びに
来て下さい。
日 時：毎週金曜日 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：枝光南市民センター TEL682-0067

フ

八幡東区

日 時：第1・3・4・5木曜日 概ね11:00～12:00
対 象：未就園児とその保護者
参加費：実費（保険料、材料費等必要な場合あり）
申込方法：事前連絡 親子にこにこタイムのみ、申込み必要
連絡先：高見市民センター
TEL651-2101

フ

高槻市民センター多目的ホール
八幡東区中畑二丁目5番2号

育

親子サロン

季節の行事、七夕やハロウィン、クリスマス会など、楽しい思い出づくりと、お母
さんのリフレッシュになるよう子育てサポーターさんがお手伝いします。気軽
に遊びに来てください。毎月お誕生日の子をみんなでお祝いしています！
日 時：毎月第１～４ 金曜日 10:00～12:00
対 象：北九州市在住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：高槻市民センター
TEL653-2677

※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

21

八幡東区（33ヶ所）※活動場所（住所）の50音順に並べて掲載しています。
高槻市民センター フリースペース
八幡東区中畑二丁目5-2

高槻市民センター フリースペース

サークル名

八幡カトリック幼稚園 ホール及びうめ組
八幡東区八王寺町1番40号

育

＝育児サークル

フ

＝フリースペース

あそびにおいでよ！

たくさんの本やおもちゃ、ベビーベットなどがあります。子育て中の親と子ども
さんが、好きな時間に好きなだけ遊べます。いちど遊びに来て下さい。

定員になり次第締切りいたしますので、お早めに申込んでください。
（但し 運動会・バザーは除く）

日 時：月曜日～土曜日 （月～金）9:00～17:00 （土）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：高槻市民センター TEL653-2677

時：6/26(火) 9/23(日) 雨天の場合24(月) 10/4(木) 10/21(日)
11/15(木) 1/29(火) 2/28(木) 10:00～11:00
対 象：1才6 ヶ月～
参加費：100円/1回
申込方法：事前連絡
連絡先：八幡カトリック幼稚園 TEL652-1006

華頂幼稚園

八幡東区春の町三丁目2番2号

日

フ

枝光市民センター学習室1

親子チューリップ

八幡東区日の出一丁目5番11号

フ

フリースペースぽけっとる～む

お気軽に参加して下さい。お子様は部屋の中で履ける靴をお持ち下さ
い。

親子で楽しく遊びながら、お母さんたちの情報交換や、交流ができる
場所です。時間内であれば、いつ来てもいつ帰ってもOKです！

日 時：月2回（水曜日）不定期 10:30～11:45
対 象：1才～ 3才までのお子様と保護者
参加費：無料
申込方法：事前連絡
連絡先：華頂幼稚園
TEL662-4318

日 時：毎月第2･4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：枝光市民センター

済世第一幼稚園

遊戯室

八幡東区前田三丁目4番6号

育

さいせいげんきっず

槻田市民センター 1階和室
八幡東区松尾町19番1号

10:00～12:00

フ
TEL661-1034

おひさまルーム

とても和気あいあいで、楽しいサークルです。親子のふれあいはもちろ
ん、保護者の方々の情報交換や、悩み相談等、たくさんふれあい、お話
しをしましょう。
日 時：月1回～3回 10:30～12:00
対 象：1才児～未就園児
参加費：無料※そうめん流しやクリスマス会では別途料金
がかかります。（300円～ 400円前後）
申込方法：事前連絡 当日予約もＯＫです。
連絡先：済世第一幼稚園
TEL671-2192

日 時：毎週月曜日～土曜日 10:00～16:00
対 象：乳幼児の親子
参加費：無料
申込方法：必要なし
連絡先：槻田市民センター
TEL653-1185

槻田市民センター／高見市民センター

祝町市民センター 子育て支援室

育

（高槻）八幡東区松尾町19-1（高見）八幡東区高見2丁目8-20

多世代交流

なごみ

乳幼児の親子のために、1階の和室を開放しています。おもちゃや
ベビーベッドもありますよ！！

八幡東区宮の町二丁目2番10号

祝町フリースペース

地域の方と乳幼児が体操と短い交流を行う「ラジオ体操 with baby」を毎月1回しています。体操の後は、フリースペース
で子どもを遊ばせながら保護者が交流をしています。毎月1回のペースで講師を招き、料理や手芸、体操など地域の方と交
流できる場を、託児併設で行っています。地域の商店街でのハロウィン祭や子ども商店街なども企画し開催しています。
日 時：第 4 月曜日（毎月） 槻田市民センター おひさまルーム 9:30 ～ 10:30
対 象：特になし
参加費：1回あたり／実費
申込方法：事前連絡
連絡先：多世代交流 なごみ LINE @ikq6849w

日 時：開館日 （月～金）9:00 ～ 17:00 （土）9:00 ～ 16:00
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：祝町市民センター
TEL651-3816

祝町市民センター

祝町市民センター

育

八幡東区

八幡東区宮の町二丁目2番10号

おはなし会

たんぽぽ

フ

乳幼児、未就学児も安心して遊ばせることが出来ます。

八幡東区宮の町二丁目2番10号

フ

つくしんぼ

八幡西区

おはなし、紙しばい等

リトミック・ベビーマッサージ（年2回）夏はプール遊び、秋はリズム遊
び、冬はクリスマス会など

日 時：第3木曜日 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：祝町市民センター
TEL651-3816

日 時：第2金曜日 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：祝町市民センター
TEL651-3816

平野市民センター

八幡東区桃園四丁目1番1号

育

育

あにまる・らんど

楽しい催しがいっぱいあります。初めてご参加の方も大歓迎です！！
詳細はセンターにお尋ね下さい。
日 時：毎月第3木曜日 10:00～12:00
対 象：未就園児とその保護者
参加費：100円/回・保険料
申込方法：事前連絡
連絡先：平野市民センター
TEL661-1584

緑ヶ丘第二幼稚園 子育てサロン・園庭
八幡西区相生町11番5号

フ

八幡西区（89ヶ所）
※活動場所（住所）の50音順に並べて掲載しています。

緑ヶ丘第二幼稚園 子育てサロン・園庭

子育て教室

八幡西区相生町11番5号

にこにこroom

子ども連れで躾のポイントを学び合い、子育て中の保護者も子どもと
共に育ち笑顔になれる集い。

親子限定12組でふれあう。親子で、同年齢のお友だちデビュー。

日 時：第2・4木曜日 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：緑ヶ丘第二幼稚園
TEL631-3939

日 時：第1・3木曜日 10:00～11:30
対 象：約1才半ぐらい～ 3・4才の入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：緑ヶ丘第二幼稚園
TEL631-3939

育

22 ※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

