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おやこきらりんひろば

開館日：月～金曜日 ※土日・祝祭日は休館
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

段々と汗ばむ日も増えてきて夏の訪れを感じます。七夕や水遊び等、季節ならではのイベント
をこども達と一緒に親子で楽しみましょう♪お出掛けの時には帽子と水分を忘れずに！
おやこきらりんひろば

施設長

【７月の予定】
※カレンダーマーク
※

要
申込

要
登録

第２、第４木曜開催！
☆プレイルーム（1、2 歳のひろば)
☆べびぃ（０歳児のひろば）
☆べびべび（００歳児のひろば）

の開催時間中は、申込み・登録された方のみの利用

の日は、通常ひろばはお休み
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HAPPY♡ (第 1 火曜)
産前産後ママのひろば

Paku☆Paku (第４月曜)
食物アレルギーを持つお子さんの
ママ達のサークル

月 1 回開催しています。日時はカレンダーを見てね♪
日時が変更になる場合があります。
気軽にご参加ください！

ふたば

(第 3 金曜)

多胎児を子育て中の親子

きゃんでぃ

(第３土曜)

発達が気になるお子さんと保護者

カンガルークラブ

(第４金曜)

小さく生まれたお子さんと保護者

各講座・サークルのお問い合わせ・お申し込みは、おやこきらりんひろばまで 電話：0770-24-7517

７月のイベント

こちらもチェック
してね！

産前・産後のママのサークル

再びスタートします！

HAPPY♡

前髪ちょきちょき

「産前・産後のヨガ」
日時：７月 6 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
助産師さんをお迎えし、マタニティ・ヨガを行いま
す。これから迎える出産に向けてや、産後の疲れた
体を労わり、優しく緩やかな動きでリラックスしなが
ら、必要な筋力をつけましょう♪
持ち物：タオル、水分
※動きやすい服装でお越しください

日時：7 月 19 日（月） 10:00～11:30
※申込不要です(受付は１１:００まで)
受付 順でカ ットさ せていた だき ま
す。子どもの髪の毛は、細くて柔らかくて・・・お家で
切るのはなかなか大変ですよね。先輩ママで美容
師の西ノ上さんが手早くカットしてくれますよ！
ママのカットも一緒にどうぞ♪
・協力金：１人３００円
・持ち物：タオル

みんな
集まれ～☀

☆夏の親子イベント☆

「水遊びグッズ作り」

「ひろば de 水遊び」

期間：7 月１２日（月）～１６日（金）
１０:００～15：00

日時はカレンダーを確認してね♪
水遊び時間

１０:００～14:００

※ランチタイムを除く

※ランチタイムの時間は休憩です。

牛乳パックを使って子どもたちの大好きな水遊び
グッズ作りを行います。材料はひろばで用意します。
通常ひろばの中で自由に製作いただけます！作っ
た後はお風呂や水遊びプールで遊んでね♪暑い夏
を楽しく過ごしましょう！

今年も暑い日が続きそうですね！お友だちと
一緒にひろばの外で水遊びを楽しみましょう♪
場所：おやこきらりんひろば駐車場
持ち物：水遊びパンツ、タオル、着替え、水分

7 月生まれのお誕生会
日時：7 月 28 日（水）
10:00～11:00
今月お誕生日を迎えるおとも
だちを一緒にお祝いしてね♪写
真や手型を取って、身長体重を
計測します！お誕生カードを作
成し後日プレゼントしますね♪

今月の支援講座

毎週水曜
「出張ひろば」を開催中！
場所：こどもの国 2F 第２幼児室
開所時間 １０:００～１５:００

昇平先生の親子運動あそび
今月は「ボディ＆ミュージック」です
日時：７月１４日（水）
10：30～11：30
場所：こどもの国 １F ホール
歩けるようになったお子さまから
参加いただける内容です！

※申込不要

☆毎週月曜・木曜・金曜は、保育士資格を持つスタッフが
常駐しています！こども達の成長・食事・ケアや、預かり等のこと
気軽にご相談くださいね。

七夕とは、織姫さまと彦星さま
が天の川を渡って、1 年に１度だけ
出会える日です。今年もひろばに
笹竹を飾ります！
折り紙で七夕飾りを
作ったり、短冊に願い事を
書きに来てね♪
7 月 1 日(木)～7 月 7 日(水)まで

●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。相談日は調整致します。
【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

