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幸区内の子育て支援機関の「イベント情報」など毎日見られる子育てイベントカレンダーです。

火

月
地Cかんがるー

1

水

「身体測定」9：15〜12：00
*要予約

南加瀬けやき公園

地Cふぁみぃゆ南河原

戸手第一公園

地Cふるいちば
「のびのび体操」11：00〜11：30

☆区役所育児相談
(地域支援課)

対象：歩行前のお子さんと保護者10組 幸区役所３階9：15〜10：00

9

10：30〜11：15 *要予約1２組
幸いづみ保育園*要予約
「絵本の読み語り」12：00〜12:15

☆鹿島田公会堂

地Cふるいちば10：30〜11：15 しゃんぐりら

地Cおぐら
「身体測定」10：00〜12：00

「えいごであそぼう」14：20〜14：50

「身体測定」9:40〜11：30
*要予約
「出前相談」10:00〜12：00
*要予約

1〜2歳児親子

*要予約

小倉こ文
「ベビータイム」
10：00〜12：00
(1歳未満の乳児親子の交流広場）

10

☆幸区地域ケア推進課

11

「スマイルキッズ」*要予約

「鹿島田赤ちゃん相談」
9：30〜10：30（バスタオル持参）

地Cさいわい

6

12

13

にこにこあおむし人形劇団による 「身体測定」10：00〜12：00
人形劇
対象：就学前のお子さんと保護者

*要予約(バスタオル持参）

5
地Cふぁみぃゆ南河原

地Cふぁみぃゆ南河原

ひよし保育園

こども未来局
保育事業部

土

4
地Cふるいちば

「身体測定」10：00〜12：00
北加瀬こ文10：30〜11：30
「あそぼ〜ママとあそぼう」
対象：2〜3歳親子7組
*要予約2/19（金）〜 2/28(日）

*要予約

(588)6567
(511)4963
(599)6848

幸いづみ保育園 (542)5696
ゲートタワーローズ保育園 （589)3552
ひよし保育園 （588）3555
らいらっく幸保育園 (589)8601

金

3
しゃんぐりら

「おでかけぽかぽか」10：00〜13：00 「子育てクラブ」9：45〜11:15
*要予約12家族まで

8

南加瀬
南河原
北加瀬

○「親子読み語りタイム」の情報も
掲載しています。

木

2
☆幸区地域ケア推進課

「身体測定」10：00〜12：00

7

(544)2925
(544)1489
(599)4153

（民営保育園）

新型コロナウイルス感染症の状況により内容が変更や中止となる
場合がありますので実施施設にご確認いただきますようお願いします。

日

(520)3608

9

親子で楽しむリトミック

「子育てクラブ」9：45〜11:15
*要予約12家族まで

1歳のお子さんと保護者８組
幸いづみ保育園*要予約
「絵本の読み語り」12：00〜12:15

「おはなし会」10：45〜11：00
*要予約

地Cおぐら

地Cさいわい

北加瀬こ文

「おはなし会」10：45〜11：00
*要予約

「ママヨガ」10：15〜10：45
対象：0歳〜1歳の乳児親子8組
*要予約3/1（月）〜 3/10(水）

「おでかけぽかぽか」10：00〜13：00 ひよし保育園
「えいごであそぼう」14：20〜14：50
さいわいふるさと公園
1〜2歳児親子
小向第7公園
*要予約
地Cかんがるー
「読み語り会」10：30〜11：30
*要予約

☆印のイベントは幸区のHPに掲載しています。変更等の情報も確認できますのでご利用ください。

日
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火

月
15

水
16

木
17

☆南加瀬原町会館

しゃんぐりら

「南加瀬赤ちゃん相談」
初めての方：10：00〜
継続の方：13：00〜
（バスタオル持参）

「子育てクラブ」9：45〜11:15
*要予約12家族まで

地Cさいわい

１回目 10:00〜10:45
２回目 11:00〜11:45

「木のおもちゃ広場」

*要予約

ひよし保育園
「えいごであそぼう」14：20〜14：50

10:00〜10:45（1歳〜の親子）
11:00〜11:45（1歳未満の親子）

1〜2歳児親子

*要予約

地Cかんがるー*要予約
[わらべうた遊び」10:30〜11:30
*要予約

地Cおぐら
「木のおもちゃ広場」

幸いづみ保育園*要予約

「絵本の読み語り」12：00〜12:15

春分の日
＊祝日のため
地域子育て支援センター
ふるいちば第３土曜開所は
ありません。

幸図書館情報
問合せ先：幸図書館５４１−３９１５
「読み聞かせボランティア おすすめ本のコーナー」
場所：児童コーナー本棚の上。「エプロンおばさんの絵本の時間」
に 図書館で読み聞かせをしている幸えほんの会さんからの
おすすめ絵本を展示・貸出しています。
これまでに展示した本のリストもあります。

0歳お子さんと保護者10組
*要予約３月３日（水）〜
受付時間9：00〜16：30

23

「絵本読み語り」10：45〜11:00
*要予約

ＰＩＣＫ ＵＰ

絵本読み聞かせ

22

20

ゲートタワーローズ保育園
地Cおぐら

「赤ちゃんすくすくタイム」
14：00〜14：30

21

19

「出前相談」10:00〜12：00
*要予約

地Cふるいちば

*要予約

土

金
18

24

25

26

地Cふるいちば*要予約

地Cふるいちば*要予約

幸いづみ保育園*要予約

地Cかんがるー*要予約

「身体測定」9：00〜11：30

「誕生日会」10：00〜11：00

「身体測定」9：00〜11：30

「絵本の読み語り」12：00〜12:15

しゃんぐりら

☆パークシティ大集会室

らいらっく幸保育園

「子育てクラブ」9：45〜11:15
*要予約12家族まで

「ママと赤ちゃんのつどい」
「絵本読み語り」10：30〜
10：00〜10:：20（バスタオル持参） *要予約

27

小倉こ文
「ベビータイム」
10：00〜12：00
(1歳未満の乳児親子の交流広場）

28

29
しゃんぐりら
「子育てクラブ」9：45〜11:15
*要予約12家族まで

幸区のホームページにも掲載しています

30

31

※こ文＝こども文化センターの略
※地C＝地域子育て支援
センターの略

イラスト出典：メイト

＜掲載している地C（地域子育て支援センター）情報＞
地域子育て 支援センターふるいちば（月）〜（金） ９：００〜１６：３０（予約先） （５３３）３３７８
地域子育て支援センターさいわい （火）（木）（金） ９：３０〜１２：３０ ０７０−４５６１−５４７７
地域子育て支援センターおぐら
（水）（木）（金） ９：３０〜１２：３０ ０７０−３６０８−８４７９
地域子育て支援センターかんがるー （月）〜（金） ９：００〜１２：００・１３：３０〜１６：３０ （５８０）３０２０
地域子育て支援センターふぁみいゆ南河原 （月）（水）（金） ９：３０〜１２：３０ （５８９）３６４５

