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クボタ営業所へお散歩

豆まきの思い出

八代市５子育て支援センター　お近くのセンターをお気軽にご利用下さい 
＊八代市北部子育て支援センター　（高小原町・しらぬい保育園内）　　　　Tel　３４－１０５６ 
＊八代市子育て支援センター　　　（豊原上町・高田東部保育園内）　　　　Tel　３１―７４６８ 
＊八代市南部子育て支援センター　（三江湖町・ひので保育園内）　　　　   Tel   ３３－２３９３ 
＊ひまわり子育て支援センター　　（井上町・ひまわり保育園内）　　　　　Tel　３４－７００８ 
＊八代市鏡子育て支援センター　　（鏡町両出・文政保育園内）　　　　　　Tel　５２－１２１９ 

おすすめ絵本

「ちょうちょうひらひら」 
 出版社：こぐま社 
 まど・みちお　著 
 にしやま かやこ イラスト

　春の訪れを感じるたびに新しい出会いに胸が踊ります。今年度もたくさんのお母様・お父様 
お子様方に喜んで頂ける支援センター作りに励んで参りたいと思います。 
　今年度も楽しい計画をたくさん準備して皆様のお越しをお待ちしています。 

アーケードお雛様見学

八代市北部子育て支援センターです
　　　　  　　ふれあい広場 
　　対象：しっかり歩けるようになったお子様 
　毎週火・木　９：３０～１４：３０ 
　プレイルームを開放し、親子が安心して遊べる 
　広場です。お母様・お子様のお友達作りや 
　リフレッシュの場を提供します。 

　　　　  ほほえみ広場 
　　　対象：０歳児、赤ちゃん 
　毎週水・金　９：３０～１４：３０ 
　０歳児の赤ちゃん親子とプレママの広場です 
　お母様同士の情報交換やお友達作りの場を提供します。 

　　にこにこ広場・おでかけ広場 
ひと月に２～３回：月曜日10：30～12：00 
　にこにこ広場：ほほえみ広場・ふれあい広場 
　　　　　　　　どちらも一緒に遊べる広場です 
　おでかけ広場：公園やコミュニティーセンターで 
　　　　　　　　行う広場です。 

　　　　　　　園庭開放 
　ひと月に1～2回：土曜日10：00～11：30 
　　お天気の良い土曜日にしらぬい保育園の園庭 
　　を開放し、戸外遊びの場を提供します。 

八代市委託事業 
ふれあい通信　第１４１号 八代市北部子育て支援センター 

３４－１０５６ 
令和４年４月号・５月号 

　　　　　　面談・電話相談 
・子育てトーク(２ヶ月に１回、ベテラン相談員との　　　　　　　 
　トークタイム 
・電話相談随時お受けします 
・オンライン相談(ZOOM)受付 
・その他広場でも随時お受けします。 

　　　　　オンライン広場 
　感染症等の状況によって、オンライン広場　
（ZOOMでのトークルーム）やオンライン講座 
　動画配信などを行います。　　 

R4年度．北部子育て支援センタースタッフ

蝶々がひらひら。次は誰のところに 
止まるかな？ 春のぽかぽか陽気を 
感じ取れるような温かみの 
あるイラストが特徴的な絵本です。 

福の神 降臨❗ ❓  

白石 記代子 髙田 雅美 瀨海 亜希
どうぞよろしくお願い致します

女の子のお祭りだもの 
　　　ウフッ💓  

ストリートピアニスト 

クボタ様　 
　試乗までさせて頂き 
　　ありがとうございました

日本の未来は 
俺たちに任せろ❗  

美少女と高級車(笑) 

ルンルン♪ 



　  月 　  火 　  水 　  木 　  金   土
　 1　 お休み 

 (保育園入園式)
2

4  おでかけ広場 
日奈久シー・湯・遊 

５　ふれあい広場 ６　ほほえみ広場 ７　ふれあい広場 8 ほほえみ広場 9

11 にこにこ広場 
    
　 
　　

12 ふれあい広場 13  ほほえみ広場 14  ふれあい広場 15 ほほえみ広場 16

18 にこにこ広場 19 ふれあい広場 20 ほほえみ広場 21  ふれあい広場 
　　　　

22  お見知り会 
オレンジ鉄道の旅 
　（申込必要）　　

23 
園庭開放

25 にこにこ広場 26 ふれあい広場 
　　　誕生会

27 ほほえみ広場 
　　　誕生会

28  ふれあい広場 29 
　　昭和の日

30

   　月 　　火 　　水 　　木 　　金   土
2 にこにこ広場 3 

　 憲法記念日
4 
 　みどりの日

５ 
　　こどもの日 

６ ほほえみ広場 7

９ にこにこ広場 10 ふれあい広場 11 ほほえみ広場 12 親子体遊び講座 
  　  ( 申込必要）

13 
　沖町いきいき 
　　　サロン交流

14 
園庭開放

16 おでかけ広場 
　がめさん公園

17 ふれあい広場  18 ほほえみ広場 19 ふれあい広場 20 ほほえみ広場 21

23 にこにこ広場 24 ふれあい広場 
　

25 ほほえみ広場 26 ふれあい広場 
　　　誕生会 
　　

 27 ほほえみ広場 
　　　誕生会 

28

30 子育てトーク 

  

 31 ふれあい広場

 ちょうちょ ちょうちょ　なのはにとまれ 
　なのはにあいたらさくらにとまれ　 
　　さくらのはなのはなからはなへ   
　　　とまれよあそべ　あそべよとまれ　 

◎天候などで予定が変更になる場合があります。 
　初めての方や久しぶりの方はお電話下さい。 
◎新型コロナウィルスや感染症の拡大防止の為 
　活動予定が変更になる事があります。 
　天候や感染症の状況等で計画が変更の場合は 
　AM９：00にホームページでお知らせします。　 
　ご確認下さい。 

やねよりたかい こいのぼり 
　おおきいまごいは おとうさん　 
ちいさいひごいは こどもたち 
　　おもしろそうに およいでる

こ い の ぼ り 製 作  W e e k 

オレンジ鉄道の旅
北部子育て支援センター お見知り会

　日時　：４/２２(金） 
集合時間： ９：３０ 
集合場所：肥薩オレンジ鉄道 
　　　　　　八代駅 待合室 
解散予定：14：００ 八代駅にて 
持参品　：・交通費 
　　　　　　大人往復運賃１３１０円 
　　　　　・昼食・水分持参 
※お車でお越しの方は八代駅周辺 
　有料駐車場をご利用ください。 

おれ鉄に乗って 

 芦北子どもの広場へ行こう❗ ❗  

《にこにこ広場 》10：30～12：00 
　場所 : 北部子育て支援センター 
　ほほえみさん・ふれあいさん一緒に 
　楽しく遊べる広場です。 

《おでかけ広場 》10：30～12：00 
　４/ ４(月)・・・日奈久シー・湯・遊 
　５/16(火)・・・がめさん公園 

毎月開催されるお誕生会ではその生まれ月のお友達
をみんなでお祝いします。 
バースデーカードのプレゼントや保育士の出し物を
楽しみましょう。 
お友達の身長・体重測定も行っています。

北部子育て支援センター親子体遊び講座

雨天時は 
 北部子育て支援センター 
  で通常の広場を開放します。

ベビトレヨガインストラクター 
子どもヨガインストラクター 

Sakiko氏

⼦どもヨガ

ママと一緒にLet’s try❗ ❗  

☆ ５/12(水) 10:30～ 
☆ふれあいさん対象 
☆ 要申込5名 

こいのぼりを製作します。 
ご都合の良い日に製作に 
いらして下さい。

◎お申し込みは広場にて 
◎先着８組

天候や感染症の状況等で計画が変更になった場合
は AM9:00にホームページにてお知らせします。
ご確認下さい。 
不明な点はお電話にてお尋ね下さい。 

 人生の大ベテランのアドバイザーに子育ての悩み・
女性の生き方についてアドバイス頂きましょう。 
世代を超えた女子トークは毎回盛り上がります❣

子育てトーク

５/30(月）１０：３０～１１：３０ 
北部子育て支援センター ひまわりホールにて 

 親子で体を使った遊びやヨガを 
取り入れ動く事が大好きになる 
子を育てます。 親子で遊びながら 
コミュニケーションを図る事で表現力や情緒の安定 
自己肯定感が高まります。

10：00～12：00 
北部子育て支援センター

こいのぼり製作Week 
４/11(月)～4/15(金)

お誕生会
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