こちらから
アクセス

市内の 2022 年
144 号
子育て
支援情報
💛 育児サークル
◎ 乳幼児相談
★ 認定こども園
● 子育て支援センター
＊ 島原図書館・有明図書館
🌻 島原市児童館
◆ とことこサークルおもちゃ広場

こどもの日は
家族みんなで
もともと５月５日は「端午の節句」で、男の子の健やかな
成長や幸せを祈ってお祝いする日でした。1948 年に５月５日を
「子どもの人格を重んじ、子どもの幸福をはかるとともに、
母に感謝する」お休みの日と決められてから、端午の節句の日が、
こどもの日にもなったそうです。
そのため本来は男の子のための日だったけれど、今では子どもたち
みんなをお祝いするようになりました。子どものお祝いだけ
じゃなく「お母さんに感謝する」という意味もあったの
ですね。こいのぼりを飾り、ちまきや柏餅を食べたり、
しょうぶ湯に入ったりして、伝統の文化を
家族みんなで祝い、大切に
伝えていきましょう。
育児に悩んでいませんか？
気軽に子育て支援室に電話してみてください。
発行

島原市子育て支援室

kosodate@city.shimabara.ｌｇ.jp
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3 憲法記念日
１日（日）
＊子ども向け映画会「ふしぎ駄菓子屋銭天堂 2」10:30～［要予約］定員 20 名
(島原図書館)
＊ゴールデンウィーク映画会「おしりたんてい 6」10:00～［要予約］定員各 20 名有明文化会館視聴覚室(有明図書館)
＊こどもの読書週間企画「こんねなぞときスタンプラリー」5/12 まで (有明図書館)
2 日（月）
★身体測定 10:30～[要予約]
（あんぱんまん教室）
★フォトフレームキーホルダー作り（母の日） 10:00～［要予約］
（なかよしクラブ）
9
10
★サーキット遊び 10:30～[要予約]
💛のびのびkids10:00～「食改さんとふれあいタイム」
（あんぱんまん教室）
10組まで
★園庭解放（室内ＯＫ）10:00～ (スターキッズ) ◎乳幼児相談 9：30～（島原市農村環境改善センター（三会））
★のんびり遊ぼう 10:00～［要予約］
★おいで！おいで！しょうこう☆～絵本と歌の時間＆
（なかよしクラブ） ママと記念撮影 10：00～［要予約］ （しょうこう）
●大きくなったかな 10：30 ～［要予約］
★自由遊び 10：00～[要予約]
(スターキッズ)
6 組まで
（みどり） ●ベビーマッサージ 10：30～ （ころころクラブ）
●手作りおもちゃを作ろう 10：30～［要予約］
●給食・離乳食［要予約］前日 5 時まで （くるみの家）
（すくすく） ●園庭開放 9:00～［要予約］前日まで （やまでら）
●離乳食教室 10:00～［要予約］前日まで
（しゅんよう）
16
17
★ふうせんで遊ぼう 10:30～[要予約]
★おいで！おいで！しょうこう☆～身体測定＆手形
（あんぱんまん教室） アートの会 10：00～［要予約］ （しょうこう）
★園庭解放（室内ＯＫ）10:00～ (スターキッズ) ★自由遊び 10:00～
(スターキッズ)
★のんびり遊ぼう 10:00～［要予約］
●ベビーマッサージ 10：30～ （ころころクラブ）
（なかよしクラブ） ●給食・離乳食［要予約］前日 5 時まで （くるみの家）
●畑へ行こう（虫さんいるかな？）10：30 ～
●お絵かきパステル 10:00～［要予約］前日まで
［要予約］6 組まで
（みどり）
（しゅんよう）
●手作りおもちゃを作ろう 10：30～［要予約］
●園庭開放 9:00～［要予約］前日まで （やまでら）
（すくすく）

23
★でんでん太鼓を作ろう 10:30～[要予約]
（あんぱんまん教室）
★のんびり遊ぼう 10:00～［要予約］
（なかよしクラブ）
●手作りおもちゃを作ろう 10：30～［要予約］
（すくすく）

30
★親子で絵本を読もう 10:30～[要予約]
（あんぱんまん教室）
★園庭解放（室内ＯＫ）10:00～ (スターキッズ)
★のんびり遊ぼう 10:00～［要予約］
（なかよしクラブ）
●手作りおもちゃを作ろう 10：30～ ［要予約］
（すくすく）
●ママのおしゃべり会＆わらべうた遊び 10:30～
（しゅんよう）

24
★園庭解放（室内ＯＫ）10:00～ (スターキッズ)
●お誕生会 10:30～［要予約］21 日まで（たからっこ）
●ベビーマッサージ 10：30～ （ころころクラブ）
●レザー小物作り 10:00～給食・離乳食
［要予約］前日 5 時まで 7 組
（くるみの家）
●ママ育食育講座 10:30～［要予約］前日まで
（しゅんよう）
●お話のじかん 9:00～［要予約］前日まで
（やまでら）
31
★自由遊び 10：00～[要予約]
(スターキッズ)
●身体測定 10：00～ベビーマッサージ 10：30～
（ころころクラブ）
●給食・離乳食［要予約］前日 5 時まで （くるみの家）
●園庭開放 9:00～［要予約］前日まで （やまでら）
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4 みどりの日
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6
★あんぱんまんのパン屋さんで遊ぼう
10:30～[要予約]
（あんぱんまん教室）
★夏やさいの苗を植えよう！10:00～［要予約］
（なかよしクラブ）
●絵本とお話を楽しもう 10：30～［要予約］（すくすく）
●給食・離乳食［要予約］2 日 5 時まで （くるみの家）

7
＊あおぞらおはなし会 11:00～定員 15 人
図書館横芝生広場 vbvb（島原図書館）
＊工作「母の日プレゼントかわいい
カードづくり」9:00～定員 20 名
有明文化会館
（有明図書館）

11
★砂場で遊ぼう 10:30～[要予約] （あんぱんまん教室）
★ママのわくわくミーティング☆10:00～［要予約］
（なかよしクラブ）
●わらべ歌を楽しもう 10：30～［要予約］（すくすく）
●夏野菜作り 10：00～
（くるみの家）
●ベビーマッサージ＆フォト 10:00～［要予約］
前日まで
（しゅんよう）
🌻親子で絵本 Time 11：00～
（島原市児童館）

12
◎乳幼児相談 9：30～(安中公民館)
●ベビーマッサージ 10:00～［要予約］
（たからっこ）
●季節の制作 9:00～［要予約］前日まで
（やまでら）

13
★体操のお兄さんと遊ぼう 10：30～[要予約]
（あんぱんまん教室）
★手形アート＆自由遊び 10：00～[要予約]
(スターキッズ)
★うた♪で触れ合おう 10:00～［要予約］
（なかよしクラブ）
●ママのホッと一息タイム 10:00～有明文化会館
2 階和室［要予約］
（たからっこ）
●絵本とお話を楽しもう 10：30～［要予約］（すくすく）
●給食・離乳食［要予約］前日 5 時まで （くるみの家）

14
●保育室で遊ぼう！9:00～［要予約］
前日まで
（やまでら）
＊おはなしのじかん 11:00～
定員 15 名
（島原図書館）
＊おはなしポケット 11:00～
（有明図書館）

18
★こいの泳ぐ町までお散歩 10:30～[要予約]
（あんぱんまん教室）
★図書館の館長さんオススメ絵本が大集合！
10:00～［要予約］
（なかよしクラブ）
●スタイ作り 10:00～［要予約］ （たからっこ）
●クッキング 10：00～350 円
（ころころクラブ）
●わらべ歌を楽しもう 10：30～［要予約］（すくすく）
🌻親子で絵本 Time 11：00～ （島原市児童館）
＊わくわく本の広場 10:30～［要予約］定員 6 組
(有明図書館)

19
💛すくすくげんkids10:00～
「カレンダーを作ろう」（6～8 月）」10組まで
（杉谷公民館）
●手ぬぐいパンツ作り 10：00～ [要予約]
16 日まで
（くるみの家）
●身体測定～おおきくなったかな～
9:00～［要予約］前日まで（やまでら）

20
21
★みんなでヨーイドン 10:30～[要予約]
＊おはなしのじかん 11:00～
（あんぱんまん教室）
定員 15 名
（島原図書館）
★たのしいうんどう遊び 10：30～[要予約]
●身体測定・子育て相談 10：00～
(スターキッズ)
（くるみの家）
★0 歳からのやさしい音楽あそび♪ディズニーの
世界 10:00～［要予約］
（なかよしクラブ）
●茶話会「ダルゴナコーヒーを飲もう」10：30 ～
［要予約］6 組まで
（みどり）
●絵本とお話を楽しもう 10：30～［要予約］（すくすく）
●給食・離乳食［要予約］前日 5 時まで（くるみの家）
●ベビーマッサージ＆フォト 10:00～［要予約］
前日まで
（しゅんよう）

25
💛ぱぴぷkids10:30∼♪「じどうかんであそぼう♪楽しいパステル教室♪」
［要予約］10組まで
（島原市子育て支援室）
★親子でＬｅｔ’ｓＥｎｇｌｉｓｈ＆お誕生月フォトカード
（４．５月生まれ）10：00～［要予約］
（しょうこう）
★お外で元気に遊ぼう 10：30～[要予約]
（あんぱんまん教室）
★幼稚園の離乳食を見てみよう！10:00～［要予約］（なかよしクラブ）
●アロマ石膏クラフト作り 10：30 ～［要予約］6 組まで
参加費 300 円
（みどり）
●誕生会 10：30～［要予約］21 日まで
（ころころクラブ）
●わらべ歌を楽しもう 10：30～［要予約］
（すくすく）
●まりちゃんとリトミック 10:30～［要予約］前日まで （しゅんよう）
🌻親子で絵本 Time 11：00～
（島原市児童館）
＊おはなしのじかん 0・1・2 11:00～定員 15 名
(島原図書館)

26
●お絵かきパステル
10:00～［要予約］
前日まで(しゅんよう）
●園庭開放 9:00～
［要予約］前日まで
（やまでら）

27
★園内コンサート 10：30～[要予約]
（あんぱんまん教室）
★自由遊び 10：00～[要予約] (スターキッズ)
★アロマｄｅかんたんタッチケア 10:00～［要予約］
（なかよしクラブ）
●ママ講座個性学「楽しい育児 子どもの個性を知ろう」
10：30 ～［要予約］6 組まで
（みどり）
●ママのホッと一息タイム 10:00～
有明文化会館 2 階和室［要予約］ （たからっこ）
●手仕事 10：00～
（ころころクラブ）
●絵本とお話を楽しもう 10：30～［要予約］（すくすく）
●給食・離乳食［要予約］前日 5 時まで （くるみの家）

28
●保育室で遊ぼう！9:00～［要予約］
前日まで
（やまでら）
＊おはなしひろば 11:00～ 定員 15 名
（島原図書館）
＊おはなしのじかん 11:00～
（有明図書館）
◆とことこサークルおもちゃ広場
10：30～
（森岳公民館）

●子育て支援センター ･たからっこ（心香保育園）・Baby ぱんたか（清華こども園）・すくすく（せいか福祉ステーション）・ころころクラブ（おさなご園）・しゅんよう（春陽保育園）・くるみの家（わかくさ園保育所）・みどり（みどり保育園）・やまでら（やまでら保育園）
★認定こども園 ・スターキッズ（ひかわ第一幼稚園）・あんぱんまん教室（島原幼稚園）・なかよしクラブ（ありあけ幼稚園）・しょうこう（勝光幼稚園）
💛育児サークル ・きらら kids（有明保健センター）・こいこいひろば（霊丘公民館）・すくすくげん kids（杉谷公民館）・にこにこ kids（安中公民館）
･のびのび Kids（島原市農村環境改善センター（三会））（10:00～12:00）・ぱぴぷキッズ（子育て支援室）（10：30～12:00）
＊島原図書館 ＊有明図書館 🌻 島原市児童館 ◆とことこサークルおもちゃ広場 ♪島原市子育て支援室 （島原市保健センター内）

