福井市の子育て支援センターのご案内

201８年

８月

福井市の子育て支援情報は、

はぐくむ .net

で！

ぱんだルーム（旧木田保育園内） ぴょんぴょんルーム(みやま保育園内）きのこルーム（たけのこ児童館内） ひよこ広場（旧明里保育園）
福井市木田１丁目１４０６
☎３６−００６３
＜開所日時＞毎週月曜日〜金曜日
９：００〜１５：００
＊毎月第３土曜日も開所しています

福井市境寺町３６−３
☎９０−１３６２
＜開所日時＞毎週月曜日〜金曜日
９：００〜１５：００
ただし、祝日・年末年始（12/29〜1/3）は
お休みです

ただし、祝日・年末年始（12/29〜1/3）は
8 日(水) 10:00〜

お休みです

〜オカリナと唄う〜

「助産師さんに何でも相談」

21 日(火) 10:30〜
子育てマイスター育児講座
「親子で楽しむミュージック・ケア」

子育てマイスター講座
｢ミュージックケア｣

(要予約)

22 日(水) 10：00〜
保育カウンセラー相談会
27 日(月) 11：00〜11：10
た〜のしいね!!チャチャチャ!!
（歌遊びと触れ合い遊び）

すくすくキッズ(清水台こども園)
福井市グリーンハイツ１−１２８
☎９８−２１３５
＜開所日時＞毎週月曜日〜金曜日
８：３０〜１３：３０
・くりのみ児童館内(ｸﾞﾘｰﾝﾊｲﾂ 9‐165)で
遊んでいます
・祝日、年末年始、夏(冬)休みなど、児童
館が使用できないときはお休みになる
ことがあります
2 日(木) 10:30〜
ハープ演奏

宮崎氏・牧田氏

8 日(水) 10:30〜
ムーブメント

片山江美子氏

22 日(水) 10:30〜
子どもの言葉の育ちについて
酒井直子氏

AOSSA 子ども家庭センター
子育て支援室・相談室
福井市手寄１丁目 4−1 AOSSA 5 階
☎２０−１５４０
＜開館日時＞毎週月曜日・水曜日〜日曜日
９：００〜１６：００
ただし、毎週火曜日・12/29〜1/3 はお休みです

6 日(月) 10:30〜
おうちであそべるふれあいあそび
8 日(水)♪ベビーヨガ
第 1 部★10：30〜第２部★11：15〜
（11 か月までのお子さん対象）
9 日(木) 13：30〜小児科相談
10 日(金) 10：30〜
♪ウクレレで一緒にうたっておどろう
19 日(日) 15:00〜
ママと子のおはなし会
22 日(水) 10:30〜
♪ママと子のゆかいな音楽会
（ハーモニカ）

23 日(木) 10:30〜
ママと子のおはなし会
24 日(金) 10:30〜
♪かほるママのリクエストコンサート
25 日(土) 10:30〜
♪パパと一緒にミュージックケア
26 日(日)10:30〜
うたとリズムであそぼう
27 日(月) 10:30〜
♪木のおもちゃであそぼう
29 日(水) 10:30〜
えっちゃん！絵本よんで
30 日(木) 10:30〜
♪Cups コップダンス
♪印は事前申し込みが必要な講座です

☎８３−０１６０（鶉こども園）
＜開所日時＞ ９：００〜１２：００
基本、毎週月・水・金曜日
毎月第１木曜日の属する週は
月・木・金曜日
ただし、祝日・年末年始（12/29〜1/3）は
お休みです
8 日(水) 10:30〜
子育てマイスター育児講座

保育園へ遊びにおいで

2 日(木) 10:30〜

福井市砂子坂町５―５８

おやこの広場『あ･の･ね』
福井市文京１−２６−１０
福井市ワークプラザ内
☎２７−０８０１
＜開所日時＞毎週月・水・金曜日
９：３０〜１６：００
ただし、祝日・年末年始（12/29〜1/3）は
お休みです

講師：助産師 川端起代美氏
1 日（水）〜17 日（金）10：00〜10：45
水遊びを予定しています
8 月 1 日（水）〜24 日（金）鶉公民館２F
和室になります。なお、13・14・15 日は、
公民館休館のためお休みになります
8 月 27 日（月）〜たけのこ児童館にて開
催します

たんぽぽ広場

福井市風巻町２８−８−１
福井市清水保健センター内
☎９８−３２６９
＜開所日時＞毎週月曜日〜金曜日
１０：００〜１６：００
ただし、祝日・年末年始（12/29〜1/4）は
お休みです

福井市江守の里２−１１９
☎３５−７５１７
＜開所日時＞毎週月曜日〜金曜日
９：００〜１４：３０
ただし、祝日・お盆・年末年始（12/29〜1/4）
はお休みです
10 日(金) 10:00〜 ミニミニ夏祭り
(プールを囲んで遊びましょう)
(10 時〜､11 時〜､12 時〜の 3 部制)
(要申込 どれも定員 5 名)
17 日(金) 10:00〜 随時 身体測定
20 日(月) 10:00〜 子育て･発達相談会
22 日(水) 10:00〜 リトミック
場所は＊あさかぜこども園ホール
＊園児さんと一緒に！
（要申込 定員 10 名）
29 日(水) 10:30〜
8 月生まれお誕生会

水遊び
(水着着用・オムツの方は水遊び用

ミニお楽しみ会

紙パンツ着用)

20 日(月) 10:30〜

7 日(火) 10：00〜

ママとわらべうた
教諭

保育カウンセラー訪問
9 日(木) 10：30〜

我喜屋啓子氏

お仕事相談会

29 日(水) 10:30〜

29 日(水)

ミニお楽しみ会

17 日(金) 10:45〜
ミュージック・ケア
21 日(火)10:45〜
0 歳からのぴよぴよ・よちよち
リトミック
27 日(月) 11:00〜
保健師によるワンポイントアドバイ
ス〜０歳から始める口腔ケア〜
31 日(金) 10:45〜
子育て支援室保育参事による
『入園について』の話

子育て支援室「赤とんぼ」

17 日(金) まで午前中のみ
1 日(水）10:30〜

福井市明里町９−１
☎３６−００６４
＜開所日時＞毎週月曜日〜金曜日
９：００〜１５：００
土曜日は月１回開所
９：００〜１２：００
ただし、祝日・お盆・年末年始（12/29〜1/4）
はお休みです

10：30〜

応急処置教室

ハーツきっず羽水『ひよこるーむ』 ハーツきっず学園『ひよこるーむ』 ハーツきっず志比口『ひよこるーむ』
福井市羽水１−１１７
☎０１２０−８２３−４１５
＜開館日時＞毎週月・火・水・木・土曜日
１０：００〜１５：００
毎週金曜日
１２：００〜１７：００
ただし、ＧＷ･祝日･お盆(8/11〜8/15)・年末年
始（12/29〜1/6）はお休みです

1 日(水) 10:30〜 入園についての話
（要予約）
13:00〜 子育て相談会
2 日(木) 10:30〜
がっちゃんのわらべうたと絵本
(要予約)
6 日(月) 10:30〜 ベビーマッサージ
☆ハイハイやずりばいで動かない子
(要予約)
7 日(火) 10:30〜

☆8 ヶ月まで

離乳食講座「初期・中期」

(要予約)

22 日(水) 10:00〜
身体測定＆PM 子育て相談会
24 日(金) 10:30〜
子育て相談会

(要予約)

29 日(水) 10:30〜
ななちゃんの食育講座

(要予約)

30 日(木) 10:00〜 8 月生まれのお誕生会
ハーフバースディ(6 ヶ月児)あります
11:00 頃〜カード作り・誕生会
14:00 頃〜カード作り・誕生会

福井市学園２−９−２２
☎０１２０−１７３−４１５
＜開館日時＞毎週月・水・木・土曜日
１０：００〜１５：００
毎週火・金曜日
１２：００〜１７：００
・月２回火曜日は、ハーツ学園集会室で
開催（10：00〜15：00）

福井市志比口２−１１−１３
☎０１２０−３９３−４１５
＜開館日時＞毎週月〜土曜日
１０：００〜１５：００
ただし、ＧＷ･祝日･お盆(8/11〜8/15)・年末年
始（12/29〜1/6）はお休みです

ただし、ＧＷ･祝日･お盆(8/11〜8/15)・年末年始
(12/29〜1/6)はお休みです

6 日(月) 10:30〜 ミュージックケア
（要予約）
7 日(火) 10:30〜
赤ちゃんとママの体操
（要予約）
8 日(水) 10:00〜 8 月生まれのお誕生会
ハーフバースディ(6 ヶ月児)あります
11:00 頃〜カード作り・誕生会
14:00 頃〜カード作り・誕生会
20 日(月) 10:30〜
子どもの病気の話
（要予約）
22 日(水) 11:30〜 福井絵本くらぶさん
による「絵本の読み聞かせ」
27 日(月) 10:00〜
大きくなったかな？ 身体計測
28 日(火) 10:30〜 英語でリトミック
(要予約)
29 日(水) 10:30〜 おしゃべりカフェ
第 2 弾 夏を楽しもう(県外出身の
ママ達集まれ)
（要予約）
30 日(木) 10:00〜
ライフプランミニ講座

1 日(水) 10:00〜 8 月生まれのお誕生会
ハーフバースディ(6 ヶ月児)あります
11:00 頃〜カード作り・誕生会
14:00 頃〜カード作り・誕生会
8 日(水)
13:30〜 おしゃべりカフェ
「助産師さんに聞いてみよう！」
(要予約)
22 日(水)
10:30〜 ベビーヨガ☆２ヶ月〜3 歳
◎バスタオル、水分
(要予約)
13:30〜 入園についてのお話
(要予約)
27 日(月) 28 日(火) 30 日(木)31 日(金)
10:00〜 身体測定＆ごろりんアート
29 日(水) 10:30〜
LPA の会による
「ライフプランとこれからかかるお金
の話」

(要予約)

福井市役所 福祉保健部子育て支援室
℡（０７７６）２０−５２７０

