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申
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申
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申
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申
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m3 n3 o3 p3 q3 r3

m4 n4 o4 p4 q4 r4

m5 n5 o5 p5 q5 r5

m6 n6 o6 p6 q6 r6

申ぶれすと白鳥ほいくえん

15:30-16:30 (0歳-2歳）

● 英語で遊ぼう

東百合丘こども文化センター おかがみ 東百合丘こども文化センター

11:00-11:30 (0歳-就学前）18:00-20:00 (幼児以上） 10:30-11:10 (0歳-就学前）

■ リリーキッズ「お水であそぼう」■ ナイトシアター ◆ リズムっこクラブ

東百合丘こども文化センター ふぁみぃゆ柿生 かたひら

10:30-11:45 (0歳-就学前）13:00-15:00 (幼児以上） 10:30-11:00 (0歳-就学前）

◆ 水あそび■ シアターデイ ◆ おたんじょうびかい

岡上こども文化センター 王禅寺こども文化センター 麻生こども文化センター

10:00-12:00 (0歳-就学前）10:30-11:30 (0歳-就学前） 09:30-17:00 (0歳-就学前）

■ みどりのへや■ うさちゃんタイム ■ 折り紙デー

サンラフレ集会所<子育てサロン> 王禅寺こども文化センター ふぁみぃゆ千代ヶ丘 東百合丘こども文化センター 片平こども文化センター

10:00-11:00 (幼児以上） 11:00-11:30 (0歳-就学前）10:00-11:30 (0歳-2歳） 09:30-17:00 (0歳-就学前） 09:30-12:15 (0歳-就学前）

■ 水合戦 ■ おはなし会★ 子育てサロンゆうゆう ■ 折り紙デー ◆ ボールプールの日

王禅寺こども文化センター ふぁみぃゆ千代ヶ丘 かるがも ふぁみぃゆ千代ヶ丘 みなみゆりがおか

(0歳-就学前） 09:30-11:30 (0歳-就学前）

◆ 夏の遊びを楽しもう！

09:30-17:00 (0歳-就学前） 09:30-12:15 (0歳-就学前） 09:00-11:20 (1歳半-就学前） 09:30-12:15

18
■ 折り紙デー ◆ ボールプールの日 ◆ ホールの日 ◆ ボールプールの日

15 p 16 q 17 r12 m 13 n 14 o
トライアングル・ハグ

15:00-15:20 (0歳-就学前）

◆ 手遊び・パネルシアター

くろかわのぞみ保育園

13:30-15:00 (0歳-就学前）

● 看護師の育児相談

トライアングル・ハグ

10:30-10:50 (0歳-就学前）

◆ 手遊び・パネルシアター

ふぁみぃゆ千代ヶ丘

10:00-12:00 (0歳-就学前）

◆ 身体測定「おおきくな～れ」

ふぁみぃゆ千代ヶ丘 ふぁみぃゆ柿生 東百合丘こども文化センター

11:00-11:30 (0歳-就学前）11:00-11:20 (0歳-就学前） 10:00-11:30 (0歳-就学前）

■ リリーキッズ「ボールであそぼう」◆ よみきかせ「おはなしなあに」 ◆ つくってあそぼう

東百合丘こども文化センター かたひら ゆりの音 麻生こども文化センター

10:00-12:00 (0歳-就学前）16:00-16:30 (児童） 10:30-11:45 (0歳-就学前） 10:00-10:30 (0歳-就学前）

■ みどりのへや■ こども会議 ◆ 水あそび ◆ 鼓遊ミニコンサート

おかがみ ふぁみぃゆ柿生 王禅寺こども文化センター はくさん児童家庭支援センター かたひら

09:30-12:00 (0歳-就学前） 10:30-11:45 (0歳-就学前）11:00-11:40 (0歳-就学前） 10:00-11:30 (0歳-就学前） 09:30-17:00 (0歳-就学前）

▲ ミニ・ママン ◆ 水あそび◆ お話会＆８月お誕生会 ◆ つくってあそぼう ■ スペシャルプラバンデー

王禅寺こども文化センター 王禅寺こども文化センター かるがも 天才キッズクラブ新百合ヶ丘駅園 柿生分庁舎<子育てサロン> アイン栗平保育園

(0歳-1歳） 10:00-11:30 (0歳-就学前） 15:00-18:00 (0歳-就学前）

子育てサロンひよこ ● 夏祭り

09:30-17:00 (0歳-就学前） 09:30-17:00 (0歳-就学前） 09:00-11:20 (1歳半-就学前） 09:30-10:30

11
■ スペシャルプラバンデー ■ スペシャルプラバンデー ◆ ホールの日 ● 子育てサロン ★

8 i 9 j 10 k5 f 6 g 7 h

トライアングル・ハグ かたひら かたひら

10:30-11:45 (0歳-就学前） 10:30-11:45 (0歳-就学前）15:00-15:20 (0歳-就学前）

◆ 水あそび ◆ なかよし室の壁画づくり◆ 手遊び・紙芝居

おかがみ 麻生こども文化センター ゆりの音

10:00-12:00 (0歳-就学前） 10:15-11:00 (1歳半-就学前）10:30-11:20 (0歳-就学前）

■ みどりのへや ◆ どろんこ遊び◆ 海の壁飾りを作ろう

トライアングル・ハグ ふぁみぃゆ柿生 高石公民館<子育てサロン>

10:00-11:30 (0歳-就学前） 10:00-11:30 (0歳-3歳）10:30-10:50 (0歳-就学前）

◆ 身体そくていの日 ★ 子育てサロンぴよぴよ◆ 手遊び・紙芝居

はくさん児童家庭支援センター 白鳥保育園 小学館アカデミー新ゆり山手保育園

10:00-10:40 (1歳-就学前） 10:00-10:45 (0歳-就学前）10:00-12:00 (0歳-就学前）

● 等身大の絵を描こう ● 夏祭りごっこ▲ 子育てスペース　ママン

(0歳-就学前）

かるがも はくさん児童家庭支援センター 百合丘ルミナス保育園

09:00-11:20 (1歳半-就学前） 09:30-12:00 (0歳-就学前） 10:00-10:30

ホールの日 ▲ ミニ・ママン ● みんなで遊ぼう水遊び

平成３０年8月
更新日 ： 平成30年7月31日

日 月 火 水 木

2 c 3 d 4
◆

金 土
a 1 b

※ ＝ 申込みが必要です。

★子育てサロン
ぴよぴよ ， いないいないばあ ， いち・に・さんぽ，ゆうゆう ， ＡＢＣ ，

ひよこ ， はとぽっぽ ＜問合せ＞ 麻生区社会福祉協議会 952-5500

●保育園
アイン栗平保育園 988-3115

あさのみ保育園 969-5403
アスク新百合ヶ丘保育園 969-5002

エデュケアルームベリーキッズ 986-0474
王禅寺しらゆり保育園 988-0700
木下の保育園新百合ヶ丘 959-1169

柿生保育園 988-1453

柿生ルミナス保育園 980-1622
上麻生保育園 988-8520

Kid's room みらいっ子 細山 room 955-0552
クレアナーサリー新百合ヶ丘 322-9251
くろかわのぞみ保育園 819-7481

五月台ルミナス保育園 299-9111

◆地域子育て支援センター
かるがも 969-0225

ゆりの音 966-8855
かたひら 281-3560

おかがみ 281-3378
トライアングル・ハグ 281-8785
みなみゆりがおか 966-2239

ふぁみぃゆ柿生 819-8857

ふぁみぃゆ千代ヶ丘 819-5950

▲その他
麻生市民館 951-1300
はくさん児童家庭支援センター 712-4073

麻生区役所
地域ケア推進担当 965-5303

保育所等・地域連携担当 965-5220

イベントの内容は予告なしに変更
になる場合がありますので、ご了承ください。

詳細はおたより・チラシや各イベ
ント実施団体にご確認ください。

■こども文化センター
百合丘こども文化センター 955-4445

東百合丘こども文化センター 954-4493
千代ヶ丘こども文化センター 955-1535

王禅寺こども文化センター 989-1601

虹ヶ丘こども文化センター 987-3654
柿生こども文化センター 988-9891

白山こども文化センター 988-4931

麻生こども文化センター 954-4888

片平こども文化センター 987-3877
岡上こども文化センター 986-4389

子育てカレンダーのホームページに、各団体
のおたよりやチラシを載せています。

至誠館ゆりがおか保育園 966-5555

小学館アカデミー新ゆり山手保育園 959-2156
白鳥保育園 987-8206
高石保育園 954-5355

天才キッズクラブ新百合ヶ丘駅園 952-4871

天才キッズクラブ楽学館保育園 959-3773
虹ヶ丘保育園 987-1771

白山保育園 987-7722
はじめの一歩保育園 981-5105
はるひ野保育園 281-8787

百合丘ルミナス保育園 969-5258

*
連
絡
先
*

■水遊び
7月26日～8月30日 10:30-11:30
毎週火・木曜（8月の第3週は除く）
トライアングル・ハグ

■水遊び
7月24日～8月21日 09:50-11:10
毎週火・水・木曜（8/14,15,16を除く）
みなみゆりがおか
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申
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申
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申百合丘ルミナス保育園

15:30-16:00 (0歳-就学前）

● 親子で作ろうカレンダー

東百合丘こども文化センター

13:00-17:00 (幼児以上）

■ こんちゃれ～ころころラダーゲッター～

片平こども文化センター みなみゆりがおか

14:30～15:30 (0歳-就学前）11:00-11:30 (0歳-就学前）

◆ ぱくぱく相談ルーム■ わんぱくシアター

王禅寺こども文化センター 王禅寺こども文化センター

14:00-16:00 (0歳-就学前）10:30-11:00 (0歳-就学前）

■ 宝道さんがやってくる！■ きになるきっず

ふぁみぃゆ柿生 東百合丘こども文化センター

13:00-17:00 (幼児以上）10:00-11:30 (0歳-就学前）

■ こんちゃれ～ころころラダーゲッター～◆ おたのしみのかい

保育園キディ百合丘・川崎 かたひら

10:00-12:00 (0歳-就学前）10:00-11:00 (1歳-5歳）

◆ 身体測定● 人形劇

ふぁみぃゆ千代ヶ丘 おかがみ ふぁみぃゆ柿生

10:00-11:30 (0歳-就学前）11:00-11:20 (0歳-就学前） 09:30-11:30 (0歳-就学前）

◆ おたのしみのかい◆ お誕生会 ◆ 身体測定

かたひら トライアングル・ハグ 白鳥保育園

10:00-10:30 (0歳-就学前）10:30-11:45 (0歳-就学前） 09:00-11:30 (0歳-就学前）

● ぷちぷち「手洗いテスト」◆ 水あそび ◆ 芳香整体

おかがみ 白山保育園 かるがも はくさん児童家庭支援センター 柿生こども文化センター

(0歳-就学前） 10:30-11:30 (0歳-就学前）

かきっこルーム

09:30-11:30 (0歳-就学前） 09:30-10:30 (0歳-就学前） 09:00-11:20 (1歳半-就学前） 09:30-12:00

◆ 身体測定 ● 遊びの広場 ◆ ホールの日 ▲ ミニ・ママン ■

29
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ab
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トライアングル・ハグ

15:00-15:20 (0歳-就学前）

◆ 手遊び・カードシアター

ふぁみぃゆ千代ヶ丘 東百合丘こども文化センター

14:00-15:00 (幼児以上）10:30-12:00 (0歳-就学前）

■ ゲームチャレンジ～将棋～◆ 親子工作「つくってみよう」

かたひら みなみゆりがおか 東百合丘こども文化センター かたひら

11:00-11:30 (0歳-就学前） 10:30-11:45 (0歳-就学前）10:30-11:45 (0歳-就学前） 10:30-11:00 (0歳-就学前）

■ リリーキッズ「ぷちまつり」 ◆ 水あそび◆ 水あそび ◆ 作ってあそぼう

ふぁみぃゆ柿生 トライアングル・ハグ ふぁみぃゆ千代ヶ丘 麻生こども文化センター

10:00-12:00 (0歳-就学前） 10:30-11:30 (0歳-就学前）10:00-11:30 (0歳-就学前） 10:30-10:50 (0歳-就学前）

◆ 身体測定「おおきくな～れ」 ■ まころん♪～スペシャルかき氷を作ろう！～◆ ボールプールの日 ◆ 手遊び・カードシアター

細山会館<子育てサロン> ふぁみぃゆ柿生 麻生こども文化センター ゆりの音

10:00-12:00 (0歳-就学前） 10:15-11:00 (1歳半-就学前）10:00-11:30 (0歳-就学前） 10:00-11:30 (0歳-就学前）

■ みどりのへや ◆ どろんこ遊び★ 子育てサロンいち・に・さんぽ ◆ ボールプールの日

高石保育園 かるがも はくさん児童家庭支援センター 五月台ルミナス保育園 エデュケアルームベリーキッズ

(0歳-就学前） 09:40-10:30 (1歳-就学前） 16:00-18:00 (0歳-就学前）

誕生会招待 ● 夏祭り

09:30-10:30 (0歳-就学前） 09:00-11:20 (1歳半-就学前） 09:30-12:00

平成３０年8月
更新日 ： 平成30年7月31日
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● いちごハウス ◆ ホールの日 ▲ ミニ・ママン ●

22 w 23 x 24 y

日 月 火 水 木

19 t 20 u 21 v

金 土
※ ＝ 申込みが必要です。

★子育てサロン
ぴよぴよ ， いないいないばあ ， いち・に・さんぽ，ゆうゆう ， ＡＢＣ ，

ひよこ ， はとぽっぽ ＜問合せ＞ 麻生区社会福祉協議会 952-5500

●保育園
アイン栗平保育園 988-3115

あさのみ保育園 969-5403
アスク新百合ヶ丘保育園 969-5002

エデュケアルームベリーキッズ 986-0474
王禅寺しらゆり保育園 988-0700
木下の保育園新百合ヶ丘 959-1169

柿生保育園 988-1453

柿生ルミナス保育園 980-1622
上麻生保育園 988-8520

Kid's room みらいっ子 細山 room 955-0552
クレアナーサリー新百合ヶ丘 322-9251
くろかわのぞみ保育園 819-7481

五月台ルミナス保育園 299-9111

◆地域子育て支援センター
かるがも 969-0225

ゆりの音 966-8855
かたひら 281-3560

おかがみ 281-3378
トライアングル・ハグ 281-8785
みなみゆりがおか 966-2239

ふぁみぃゆ柿生 819-8857

ふぁみぃゆ千代ヶ丘 819-5950

▲その他
麻生市民館 951-1300
はくさん児童家庭支援センター 712-4073

麻生区役所
地域ケア推進担当 965-5303

保育所等・地域連携担当 965-5220

イベントの内容は予告なしに変更
になる場合がありますので、ご了承ください。

詳細はおたより・チラシや各イベ
ント実施団体にご確認ください。

■こども文化センター
百合丘こども文化センター 955-4445

東百合丘こども文化センター 954-4493
千代ヶ丘こども文化センター 955-1535

王禅寺こども文化センター 989-1601

虹ヶ丘こども文化センター 987-3654
柿生こども文化センター 988-9891

白山こども文化センター 988-4931

麻生こども文化センター 954-4888

片平こども文化センター 987-3877
岡上こども文化センター 986-4389

子育てカレンダーのホームページに、各団体
のおたよりやチラシを載せています。

至誠館ゆりがおか保育園 966-5555

小学館アカデミー新ゆり山手保育園 959-2156
白鳥保育園 987-8206
高石保育園 954-5355

天才キッズクラブ新百合ヶ丘駅園 952-4871

天才キッズクラブ楽学館保育園 959-3773
虹ヶ丘保育園 987-1771

白山保育園 987-7722
はじめの一歩保育園 981-5105
はるひ野保育園 281-8787

百合丘ルミナス保育園 969-5258

*
連
絡
先
*

<<予告>>
■ベビーマッサージ
9月6日（木） 10:30-11:30
2ヶ月～1歳 要申込
ふぁみぃゆ柿生

<<予告>>
■王禅寺こども文化センターまつり
9月8日（土） 11:00-14:00
■麻生キッズ海賊団2018
9月29日（土）10:00-14:00
王禅寺こども文化センター


