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♡５月

こいのぼり探しに行こう！♡

新しい集団生活に入った子ども達の、制服やかばんがピカピカ光っています。｢さあ、がんばるぞ｣という気持ちが
その背中からも伝わって、エネルギーをもらえる季節です。あっという間にさくらの季節は終わりましたが、風は少
しずつ暖かくなり、やっと春らしくなった気がします。
気付けばもうすぐ 5 月。ゴールデンウィークはすぐそこですね。さあ、5 月といえば｢こどもの日｣こどもの日と
いえば「こいのぼり」
。近頃めったに見ることができなくなってきましたが、子ども達は青空に泳ぐこいのぼりが大
好きです。是非見せてあげてくださいね。暖かな春風とともにお散歩しながら｢こいのぼり探し｣をしてみてください。
きっと、ママもわくわくすると思います。
代表 林

５月の行事

恵子

ランチタイム変更のおしらせ
４月より、お昼ごはんの時間が

12：00～13：00 となりました。
５月の子育て支援講座

☆『ハーバリウム』でお花をかざろう！☆
5 月２４日（木）10：00～11：00
場所：おやこきらりんひろば
暮らしの中にお花を…と思っても、なかなか取り入れるのは難しい
ですよね。ドライフラワーなどを透明なオイルと一緒にビンに詰め
たものをインテリアとして楽しむ、新しいお花の楽しみ方として注
目されています。ぜひ一度、体験してみませんか？お部屋の雰囲気
が少し変わるかもしれません♡
★参加費：無料 ★材料費：500 円 ★要申込（先着８名）
★あれば、ピンセットをお持ちください
※通常のひろばは 11：００からとなります

こどもの国 出張ひろば
毎週 水曜日

◆場所 ： こどもの国（児童文化センター）
本館 2Ｆ 第２幼児室
住所：敦賀市櫛川４２号２番１
☆毎月１回、昇平先生の「親子運動遊び」開催！

5 月１６日（水）10：30～11：30
「ボールで遊ぼう！」

♡５月生まれのお友達のお誕生会♡
5 月 21 日（月）10：00～
場所：おやこきらりんひろば
毎月、その月に生まれたお友達のお誕生会を
開催しています。お誕生月でないお友達も、みんなでお祝いして
あげてね！後日、お誕生会のお写真を使った新聞をプレゼント
しています。遊びに来てね！

♡公 園 に行 こう！ ♡
5 月 15 日（火）10：00～
『松島中央公園(コメダ珈琲近く)』で、みんなで元気いっぱい遊
びましょう♪申し込みは不要です。松島中央公園でお待ちしてま
すね♪
★ちょっとしたおやつは準備しますが、お茶はご持参ください
★9:30 に雨が降っていたら中止
→5 月 22 日（火）10:00～に延期します
※分かりにくい時はひろばに電話でお問合せください

☆歯の相談日☆

★参加費：無料

5 月 25 日（金） 15：00～16：00
場所：おやこきらりんひろば
お子さんのお口の中のことで気になることはりませんか？歯科衛
生士さんにお口の中をチェックしていただきましょう！
歯科衛生士さん：山口歯科医院 山口幸子さん
※来られた方から順番に診ていただきますので、時間に余裕をも
ってお越しください。

10：00～15：00

対

象：歩けるお子さんと、その保護者（申し込み不要）
こどもの国「ホール」に集合して下さい！

～ 子 育 て 相 談 ～
こんな小さなこと、相談していいのかな?こんなのって育児放
棄??子育てに悩みや心配事はいっぱい。どうしよう。こまった。
イライラする。辛い。そんなとき、いつでもご相談ください。
NPO 法人日本子育てアドバイザーの認定アドバイザーが、
お話をお聞きします。相談の内容は、一切口外いたしません。

相談員認定アドバイザー林 恵子相談日ご相談に応じて
申込みおやこきらりんひろば ☎0770-24-7517
メールでもＯＫです！

おやこきらりんひろば
月～金曜日
10：00～16：00
（土日・祝祭日は休館）
対象：未就園児の親子
祖父母の方と一緒でも、利用
できます。ご利用は無料です！

おやこきらりんひろば サークル紹介
★敦 パ パ

★Ｐaku☆Ｐaku

子育てを楽しむパパの会（不定期）

■年齢も職業もバラバラのパパ達が集まって色々な活動を企画
し、ママや子どもも巻き込んで、家族みんなで楽しんでいます！
それぞれの企画には、メンバーでなくても、父親なら参加ＯＫ
です！
【問合せ先】090-9448-4342（林）

★ふたば

多胎児サークル

食物アレルギーの事 おしゃべりタイム

◆5 月 28 日(月) 10：00～11：30 （毎月第４月曜日）
場所：おやこきらりんひろば
■食物アレルギーを持つお子さんのママ達が月に一度
集まって、心配事を話したり、先輩ママからのアド
バイスを聞いたりします。
当事者でないとわからない気持ちを話すことで、
不安や悩みが少しでも解消できたらと思います。

◆5 月 18 日(金) 10：00～11：30 (毎月 第 3 金曜日)
☆場所：おやこきらりんひろば
■先輩ママや仲間と話し、多胎児の子育てを楽しみましょう。
ママだけでの参加も OK です。双子のプレママさんも一緒に
お話ししましょうね。お待ちしてま～す♪
※通常ひろばの中で行います。

★ＨＡＰＰＹ♡

妊婦さんの会（毎月第 1 火曜日）

◆5 月 8 日（火）10：00～11：00

『 産 前 産 後 の ヨ ガ 』 場所：おやこきらりんひろば
■助産師の佐野さんをお迎えして、マタニティ・ヨガを行ない
ます。これから迎える出産に備えて、また、
産後の体調管理のひとつとして、無理なく
リラックスしながら体を動かしてみましょう。
☆対象：プレママと産後１年未満のママ
☆要申込(先着 10 名
☆通常ひろば：11:30～
■赤ちゃんがお腹にいる時に、生まれたら
遊びに行ける場所を知っておくと安心ですよ。
ひろばのみんなと赤ちゃん誕生を待ちましょう。

★カンガルークラブ

低体重出生児の会

◆5 月 23 日（水） 13：30～15：00 (毎月 第 4 水曜日)
☆場所：こどもの国 2F 第２幼児室
（出張ひろばの中で行います）

■小さく生まれた子ども達とその保護者のサークル
です。お互いの成長を喜び合いながら、成長の
見通しを立てたり、情報交換しましょう。
【問合せ先】24-7517（おやこきらりんひろば）

★きゃんでぃ

子どもの発達が気になったら…

◆5 月１９日（土） 10：00～12：00
場所：きらきらくらぶ ハーツ教室
■落ち着きがない、ハイテンション、暴力的、人前で話せない…
など、お子さんの事で気になる方のサロンです。毎回ミュージ
ックケア(音楽療法)を取り入れながら、お子さんとの時間を過
ごしたり、保護者同士で情報交換をしています。気になるとこ
ろや小さかった時のこと、入園・入学について、また、療育と
は？子どもにとってよいこととは？一緒にお話ししましょう。
子どもたちも毎回のびのび遊んでいます。どなたでも参加お待
ちしています。
【問合せ】090-4687-9046（林）

【6 月の予告】 ◆6/5(火)10：00～11：00 『産前産後の心と体』

☆５月の予定表☆
日 SUN

月 MON

火 TUE

★お願い・お知らせ★
※ 講座やイベントの申し込みは、本人のみの受付とさせていただきます。
各自で申込みください。（☎２４－７５１７）
※ 日程は変更になることがあります。ご確認の上、お出かけください。

水 WED

木 THU

金 FRI

土 SAT

1

2 出張ひろば 開催日

3休館日(憲法記念日)

4休館日(みどりの日)

5休館日(こどもの日)

8

9 出張ひろば 開催日

10

11

12 休館日

16 出張ひろば 開催日 17

18

19 休館日

☆運動遊び

☆ふたば
10：00～11：30

【行事】

★印＝申込み必要
☆印＝申込み不要

6 休館日

7

★ＨＡＰＰＹ♡
「産前産後のヨガ」

☆通常ひろば 11：30～

13 休館日

14

15
☆公園に行こう！！
お誕生月でない 10:00～
お友達もお祝い 松島中央公園

10:30～11：30

(こどもの国)

☆きゃんでぃ

10：00～12：00

してあげてね！

20 休館日

21

22

☆誕生会

23 出張ひろば 開催日 24

25

☆カンガルークラブ

☆歯の相談日
10：00～11：00

13:30～15：00

10:00～

(出張ひろばの中で)

★支援講座
「ハーバリウム」
10：00～11：00
☆通常ひろば 11:00～

27 休館日

28

29

☆Paku☆Paku
10：00～11：30

（通常ひろばの中で）

30 出張ひろば開催日

31

26 休館日

