きやまっ子 だより
きやま子育て交流広場
☆開館時間
・月曜～金曜（９時～１７時）
・土曜
（９時～１３時）
※プレイルームの利用
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 30 分～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。
（町内在住者）
○ 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。
※木曜日はサークル活動支援日です。前月までにご予約
ください。
※手遊びＤＡＹは、自由参加。手遊び歌・絵本・紙芝
居・ふれあい遊びなど
※ぴよぴよ広場・こっこ広場は年齢別の親子遊びの会で
す。工作などの準備のため事前申し込みが必要です。
※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。１０時～１２時で時間
中の出入りは自由です。
※わくわくタイムは、11 時と 14 時にスタッフと体操な
どでちょこっと遊びます。

月
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10：30～11：00

ほっとママ
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１２月の子育て支援関連行事…

２７

年末年始のお休み
12 月 28 日(木)～1 月 4 日(木)

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。

１６日 第 13 区育児サークル
基山幼稚園新入園児面接
１７日 こども英語教室
２０日 基山保育園園庭開放
2 か月児相談(H29.１０月生)
４か月児健診(H29.８月生)
２１日 １歳６か月児健診(H2８年４・５月生)
２２日 基山 3 校終業式
見真幼稚園・基山幼稚園終業式
福祉交流館おもちゃ図書館
ライオンズクラブチャリティーセール・おもちゃ病院
２３日 子どもの居場所づくり教室
１３日 基山保育園園庭開放
２４日 こども英語教室
2 歳児歯科検診（Ｈ27 年 4・5 月生）
２８日 社協・憩の家年末年始休業（～1/4）
１４日 たんぽぽ保育園クリスマス会
２９日 基山町年末年始休業（～１/３）
１５日 見真幼稚園避難訓練
フッ化物塗布
基山保育園年末年始休業（～１/３）
１日
２日
３日
８日
９日

２３
天皇誕生日

クリスマスイベント

てくてく広場
(第２区公民館)

２５

１６

見真幼稚園観劇会
基山保育園お遊戯会
こども英語教室
福祉交流館おもちゃ図書館
子どもの居場所づくり教室
見真幼稚園新入園児面接
１０日 ふれあいフェスタ 米祭り
第二回きやま創作劇
基山幼稚園生活発表会

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
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
おそとであそぼ!(松永)080-1455-8443
どんぐりクラブ(木崎) 090-7392-0532

*毎週月曜日：おそとであそぼ!詳細はお問合わせ先へ。

イベントのお知らせ

ふ・れ・あ・いフェスタ
１２月１０日（日）
〈きやま子育て交流広場〉

～つくってあそぼうクリスマス～

時間:１０時～１２時
場所:プレイルーム
参加費：無料
☆ころころ輪っか
転がして競走するよ！
☆ミニオンカスタネット
☆クリスマスマラカス
☆ミニオンの写真コーナー
〈保健センターからフェスタのお知らせ〉

☆赤ちゃんハイハイレース

場所：保健センター１階

☆てくてく広場☆
子どもたちから元気をもらえる出張広場です。地域のどなたでも
参加して頂けます。世代間交流の場として子どもたちと一緒に楽しい
時間を過ごしてください。お待ちしています。

日時：12 月 11 日(月)
10 時～11 時半
場所：第 13 区公民館

日時：12 月 18 日(月)
10 時～11 時半
場所：第 2 区公民館

12 月は、クリスマス製作をします。
＜世代間交流イベント＞

憩の家＆広場 合同クリスマス会
緒方寛子さんの演奏で音楽を一緒に楽しみます。憩の家のみなさ
んと楽しいクリスマス会を過ごしましょう！！

日時：12 月 20 日（水）
10 時半～11 時半
場所：プレイルーム
対象：どなたでも参加できます。
申込みは不要です。時間までにお越しください。

☆おもちゃづくり

受付:10 時～10 時半
開始:10 時 40 分～

～ビニール DE 凧つくり～
時間:13 時～14 時

＊町外の方も参加できます。
＊参加賞があります。
＊定員 50 名（要予約）

＊自由参加なので、どなたでも
気軽に遊びに来てください。
参加費は無料です。
【予約不要】

＜問合せ・申込み＞
きやま子育て交流広場
（基山町社会福祉協議会）

ＴＥＬ：９２－６６３０

