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良いお天気が続き外遊びの心地よい季節となりました。親子が公園で遊ぶ姿や、道路脇に咲く草花、空を見上げながらキョロキ

ョロと散歩をする小さな子ども達の可愛い姿を見かけます。何を見ても新鮮な世界ですよね♪ぜひ子ども達がじっと足を止めて

いる時には声を掛けながら春を一緒に感じてみて下さい♪GW もいよいよ始まります！コロナの心配もまだありますが、親子そ

ろって自然に触れ、自由にのびのびとできる場所で過ごせると良いですね。       おやこきらりんひろば  施設長 水上真理子 

 

2021年５月の行事予定 

 
 
 

 
 

今月の子育て支援講座 

「フラワーBOX作り」 

日時：5月 25日（火）10:00～11:00 

場所：おやこきらりんひろば 

定員：５名 

お部屋や玄関がぱ～っ♡と明るくなるようなオリジナ

ルフラワーBOX を作りませんか？可愛い造花を使って

簡単に作成できます♪お喋りしながら製作を楽しみまし

ょう( *´艸｀) 

材料費：300円  

※通常ひろばは 11時 30分からです 

 

 

５月生まれのお誕生会 

日時：５月 28日（金）10:00～11:00 

申し込み：不要  

毎月、その月にお誕生日を迎えるお友だちのお誕生

会を開いています。後日、お誕生日新聞をプレゼン

トします！お誕生月でないお友だちも一緒にお祝い

してね♪ 

昇平先生の「親子運動あそび」 

日時：５月１２日（水）10:30～11:30 

今月は「ロープ・フラフープ遊び」です 

場所：こどもの国ホール 

申し込み：不要 

出張ひろば＠こどもの国 

日時：毎週水曜日 10:00～15:00 

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 

産前・産後のママのサークル 

HAPPY♡ 

「産前・産後のヨガ」 

 
日時：5月 11日（火）10:00～11:30 
講師：佐野裕子さん（たきざわ助産院産前産後の
家） 

対象：妊婦さんと産後 1年未満のママ 
定員：5名 

 
助産師の佐野さんをお迎えして、マタニティ・ヨガを行

います。これから迎える出産に備えて、また産後の体調
管理として無理なく、リラックスしながら体を動かしましょ
う。    

 
※通常ひろばは、11:30 からとなります 

子育て相談をご利用ください 
子育てで「どうしよう」「困った」「イライラする」 

「辛い」…そんなときはいつでもご相談ください。 

尚、メールでの相談もお受けしています。相談内容は一切

口外いたしません。       【相談日】調整します  

【お問い合わせ】おやこきらりんひろば 

【メール】kirarin@angel.ocn.ne.jp 

【相談員】NPO 法人子育てアドバイザー協会  

認定アドバイザー 林 惠子 

☆毎週月曜・木曜・金曜は、保育士のスタッフが常駐していま

す！！子どもたちの成長・食事・ケア・預かり等のこと気軽にご相談く

ださいね。 

 
地域子育て支援拠点 おやこきらりんひろば 

開館日：土日祝日以外の月曜日から金曜日 
開館時間：10:00～16:00 ※11:30～12:30 はランチタイム 
対象：未就園児とその保護者 利用料：無料 
〒914-0121 敦賀市野神 1-74 福井県民生協嶺南寮 1F 
TEL/FAX 0770-24-7517 
【Web】https//:www.kirakiraclub.org/kirarin 

                ひろば開館時間のお知らせ 

・第 2・第４木曜日プレイルーム（1・２歳児のひろば）開催時間中は、登録された方のみのご利用となります。  

【今月・・・5/13体験会  5/27始めましての会  ※通常ひろばは 13：00 からとなります。】   

・５月２０日(木)は、館内清掃の為、通常ひろばはお休みとなります。 
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おやこきらりんひろば 5月 カレンダー (ランチタイム 11:30～12:30 ※香りの強い食事は避けてください） 

日 月 火 水 木 金 土 

4/25 26 27 28 29 30 5/1 

休館日    休館日  休館日 

2 3 4 5 6 7 8 

休館日 休館日 休館日 休館日   休館日 

9 10 11 12 13 14 15 

休館日 

 

 HAPPY♡ 

「産前産後のヨガ」 

10:00～11:30 

 

出張ひろば 

運動遊び「ロープ・

フラフープ遊び」 

10:30～11:30 

プレイルーム 

  体験会 

10:00～11：30 

休館日 

きゃんでぃ 

10:00~12:00 

16 17 18 19 20 21 22 

休館日   出張ひろば 通常ひろばお休み  

館内清掃 

 

ふたば 

10:00～11:30 

 

休館日 

23 24 25 26 27 28 29 

休館日 Paku☆Paku 

10:00～11:30 

子育て支援講座 

「フラワーBOX作り」 

10:00～11:00 

 

出張ひろば プレイルーム 

10：00～11：30 

 

お誕生会 

10:00～11:00 

カンガルークラブ 

13:30～15:00 

 

休館日 

30 31      

休館日       

おやこきらりんひろばの子育てサークル 
月に一度集まって、おしゃべりしたり情報交換したり。イベントもあります。 

HAPPY♡ 
 
 

妊娠中・産後の
ママ 

毎月 
第 1 

火曜日 

赤ちゃんがお腹にいるときから、赤ちゃんと一緒に遊びに行ける
場所、お話ができる場所があると安心です。 

ふたば 
 

多胎児を育てる
ママ 

毎月 
第 3 

金曜日 

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 
マだけの参加 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。お待ちしていま～す♪  

カンガルー
クラブ 

 

低体重出生児の
会 

毎月 
第 4 

金曜日 

小さく産まれたお子さん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たり
しましょう。 

Paku☆
Paku 

 

食物アレルギー
のお子さんを持

つ親子 

毎月 
第 4 

月曜日 

食物アレルギーを持つお子さんのママたちが月に一度集まって、
心配事を話したり先輩ママからアドバイスをもらったり。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解消でき
たらと思います。 

きゃんでぃ 
 

子どもの発達が 
気になったら… 

毎月 
第 3 

土曜日 

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
どお子さんのことで気になる方のサロンです。気兼ねなく子ども
たちを遊ばせながら保護者どうしの情報交換の場となっていま
す。※於きらきらハーツ教室（開催の週が変更になることがあります） 

敦パパ 
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たちが集まり、いろんなことを企
画。ママや子どもたちを巻き込み家族みんなで楽しんでいます。 

 
ご本人・ご家族など風邪症状のある方、2 週間以内に発熱などで服薬等した方のご利用はご遠慮願います。保護者の方はマスク

の着用をお願いします。また、ひろばに入る際、検温（大人…37.0 度、子ども…37.5 度以上）・手洗い・消毒をお願いします。 

通常ひろば 11：30～ 通常ひろば 13：00～ 

 

通常ひろば 13：00～ 

要 

登録 

 

要 
登録 

通常ひろば 11:30～ 

要 
登録 


