きやまっ子 だより
きやま子育て交流広場

1１月

月

※プレイルームの利用（町内在住者）
平日 10 時～16 時 45 分
土曜 10 時～12 時
※ランチスペースの利用
平日 11 時半～13 時
（上記以外のご使用はスタッフにご相談ください）

○ プレイルームには、ブロックやロディ、ままごと
セットや絵本がいっぱい！無料で利用できます。
○ ご利用は保護者同伴となります。
○ 広場に来たら来館者カードに記入しましょう。
○ プレイルームでの飲食はできません。
○ 遊んだ後はお片付けをしましょう。
☆休館日
・土曜午後・日曜・祝祭日 ・お盆・年末・年始
○ 上記以外にも臨時休館となることがあります。
お問い合わせください。
☆開館時間
・月曜～金曜（９時～１７時）
・土曜
（９時～１３時）
※木曜日はサークル活動支援日。前月迄にご予約下さい。
※手遊びＤＡＹは、手遊び・絵本・紙芝居・ふれあい遊びな
どをして遊んでいます。赤ちゃんから楽しめます。
※ぴよぴよ広場・こっこ広場は子ども達の発達にあった親子
遊びや季節の制作等をしています。
※ぽっぽの会（１歳未満児）
、バンビの会（１歳～未就園児）
は保健師による教室です。時間内にご参加下さい。
※わくわくタイムは、11 時と 14 時にスタッフが来てくれた
お友だちと一緒にちょこっと遊びをしています。
ママ向けの軽い体操、ストレッチ等も行っています。
※てくてく広場は、行政区の公民館に出向いて遊ぶ、出張交
流広場です。年齢、地域に関わらずどなたでも参加ＯＫ。
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きやま子育て交流広場（基山町社会福祉協議会）
基山町大字宮浦 666 保健センター２Ｆ
Tel/Fax ９２－６６３０

H３０年１１月号
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ぴよぴよ広場：Ｈ２８.４.２生～Ｈ２９.４.１生
こっこ広場 ：Ｈ２６.４.２生～Ｈ２８.４.１生
※町内の方対象、登録制の年齢別親子遊びの会です。
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１１月の子育て支援関連行事…

１０

勤労感謝の日

３０

町内の親子関連行事です。参加してみたい行事がありましたら直接お問い合わせください。

１日 見真幼稚園平成 31 年度入園願書受付開始
４日 図書館キャラバンカーおはなし会
５日 基山小地震火災避難訓練
若基小スクールコンサート
6 日 町老連花壇の植替え（基山保育園）
７日 鳥栖基山地区小中音楽祭
基山保育園園庭開放
8 日 基山保育園避難訓練
９日 おもちゃ図書館（福祉交流館）
１０日 子どもの居場所づくり教室
出前広場（憩の家）
１２日 若基小開放週間（～16 日）
１３日 基山小開放週間（～16 日）
基山保育園お茶
１４日 ３歳児健診（H27 年４･５月生）
１５日 若基小ありがとうの会・若基っ子集会
７～８か月児相談（H30 年３･４月生）

１７日 基山小基山っ子集会
２０日 基山保育園勤労感謝の花束贈呈
基山幼稚園勤労感謝の行事
２１日 基山保育園園庭開放
２か月児相談（H30 年 9 月生）
４か月児健診（H30 年７月生）
２３日 見真幼稚園生活発表会
２４日 チャレンジ教室（福祉交流館）
子どもの居場所づくり教室
たんぽぽ保育園生活発表会
１３区育児サークル
２８日 見真幼稚園勤労感謝の行事
２９日 うたあそび（憩の家）
＊毎週月曜日：あそぼ！サークル詳細は問合せ先へ
＊毎週木曜日：どんぐりクラブ詳細は問合せ先へ

健診・予防接種のお問い合わせは…
保健センター

９２－２０４５

他のお問い合わせは…
こども課
９２－７９６８
社会福祉協議会
９２－３３１１
基山町福祉交流館 ９２－２１０１
憩の家
９２－８２９５
基山保育園
９２－２３０５
たんぽぽ保育園
９２－０３８１
ころころ保育園
９２－３７８５
ちびはる保育園
９２－８０８１
見真幼稚園
９２－０２２２
基山幼稚園
９２－５８１２
どんぐりクラブ(下川) 090－8918－1603
あそぼ!サークル(松永)080－1455－8443

あそびのひろば in ふれあいフェスタ
日 時：１２月９日（日） １０：００～１２：００
場 所：プレイルーム

１１月イベントのお知らせ
0 歳児向けイベント ママのほっとタイム

今年もふれあいフェスタの日に、
“あそびのひろば”をオープンしま
す。どなたでも自由に遊びに来て頂けるひろばを
予定していますので、みなさんでお越しください。
詳しい内容は、来月のおたよりに掲載いたします。

赤ちゃん絵本の読み聞かせ
絵本を通じてお子さんと安らぎの時間を過ごしませんか。
パパの育児についてもお話がきけますので、ぜひご参加ください。
日
場
講
対

時：１１月１７日（土） １０時３０分～１１時３０分
所：プレイルーム
師：絵本研究家
高木 勲 氏
象：１１月末日で１歳未満児と家族
１５組＜基山町在住の方＞
参加料：無料
申込み受付中

子ども達から元気をもらえる出張広場です。年齢や地域にこだわら
ず、どなたでも自由に参加して頂けます。手作りのおもちゃ制作なども
あります。多世代交流の場として一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

★１１月１２日（月）第１１区公民館
（折り紙でミノムシを作ろう）
★１１月１９日（月）第３区公民館
（折り紙でキノコを作ろう）
時間：１０時～１１時３０分
対象：どなたでも

〈申込み・問合せ先〉きやま子育て交流広場
TEL ９２－６６３０

＜ふれあいフェスタのご案内＞
日程：12 月９日(日) 場所：保健センター １階 保健相談室
★赤ちゃんハイハイレース 時間：１０時～１０時半受付 １０時４０分開始
一人歩きをする前のハイハイが出来る赤ちゃんなら誰でも参加できます。
参加者全員に参加賞もありますよ。参加を希望される方は予約をお願いします。
保健センターまでお申込み下さい。≪定員５０名≫
★おもちゃ作り（ビニール凧・クリスマスリース） 時間：１３時～１４時
自由参加なので、どなたでも気軽に遊びに来て下さい。
＜子育て世代包括支援センターのお知らせ＞
10 月 1 日より基山町保健センター内に子育て世代包括支援センターを開設しま
した。子育て世代包括支援センターは、妊娠から子育て期の様々な相談に対応す
る総合相談窓口です。開設にあたり、子育て支援コーディネーターが新たなスタ
ッフとして加わっています。
☆子育て支援コーディネーターの紹介
子育て支援コーディネーターの鶴田です。子育て全般に関する相談をお受けしま
す。悩みや困りごとを解決するためのお手伝いや相談内容に応じて
情報の提供や窓口等の紹介を行います。子育ては家庭や地域での
日々の暮らしの中で行われるものです。
“こんなことを聞いても…”
と思わずセンターの窓口にお気軽におたずねください。

