福井市の子育て支援センターのご案内

201８年

１１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
ただし、祝日・年末年始（12/29〜1/3）は
お休みです
2 日(金) 10:30〜 ふくい女性活躍支援
センターによる「お仕事相談会」
5 日(月) 10:30〜 子育てマイスター
助産師による育児講座･相談
「冬を健康に過ごすために」
7 日(水) 10:30〜 双子ちゃん三つ子ち
ゃん集まれ 「情報交換会」
12 日(月) 10:30〜 子育てマイスター歯
科医師による歯の話･相談
14 日(水)･24 日(水) 11:30〜
ゆかりんのおはなしタイム
17 日(土) 10:30〜 子育てマイスター
パパハンズ「パパと遊ぼう」
20 日(火) 11:00〜 誕生会(要予約)＆
子育てマイスターによるオカリナ演
奏会
21 日(水) 10:30〜 こどもの病気や怪我
の救急法

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

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
6 日(火) 10:30〜
「小児救急の話」
13 日(火) 10:30〜
「親子ヨガ」
19 日(月) 11：00〜11：10
た〜のしいね!!チャチャチャ!!
（歌遊びとふれ合い遊び）
21 日(水) 10:30〜
「わらべ歌遊びと絵本の読み聞かせ」
28 日(水) 10：30〜
子育てマイスター育児講座
「助産師さんに何でも相談」

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
7 日(水）10:30〜
ムーブメント

1 日(木) 10:30〜
親子スキンシップ体操
20 日(火) 10:30〜
こどもの食
21 日(水) 10:30〜

12 日(月) 10:30〜
ママとわらべうた
21 日(水) 10:30〜
ミニお楽しみ会

ムーブメント

福井市砂子坂町５―５８
☎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
1 日(木) 11:00〜
子育てマイスター講座
「ハンドベル演奏会」
5 日(月)10:30〜
子育てマイスター講座
「小児救命救急」
16 日(金) 10:30〜
福井県幼児教育支援センター
家庭教育アドバイザーによる
「絵本紹介と絵本読み聞かせ」
28 日(水) 10:30〜
子育てマイスター講座
「親子でミュージックケア」

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

13 日(火) 10:45〜
０歳からの
ぴよぴよ・よちよちリトミック
17 日(土) 10:45〜
パパも一緒にミュージック・ケア
27 日(火) 10:45〜
ママとあかちゃんのヨガ

子育て支援室「赤とんぼ」

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

6 日(火) 10:30〜
チャイルドシートの話
20 日(火) 10：30〜
薬剤師さんに聞いてみよう
【薬との上手なつきあい方・飲ませ方
について】
30 日(金)
栄養士さんに聞いてみよう
【食生活とおやつ】
【子どもの肥満について】

7 日(水) 10:30〜 食育･離乳食のお話
＆トーク TO おやつ
14 日(水) 10:30〜 親子でおやつ作り
（要申込 定員 10 名）
16 日(金) 10:00〜 随時 身体測定
19 日(月) 10:00〜
読み聞かせ会（虹の会）
20 日(火) 9:30〜
木育キャラバンがやってくる
22 日(木) 10:30〜 お散歩にいこう
＊雨天中止＊
場所：＊おさごえ民家園隣接カルチ
ャーパーク＜現地集合＞
29 日(木) 10:30〜 11 月生まれ誕生会

AOSSA 子ども家庭センター
子育て支援室・相談室

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

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、毎週火曜日・12/29〜1/3 はお休みです

2 日(金) 10:30〜
ママと子のおはなし会
5 日(月) 10:30〜
♪親子で楽しく骨盤体操
7 日(水) 10:30〜
♪おばあちゃま劇場「パクパク人形他」
8 日(木) 13:30〜
小児科相談
9 日(金) 10:30〜
♪木のおもちゃであそぼう
12 日(月) 10:30〜
おうちであそべるふれあいあそび
15 日(木) 10:30〜
♪アオッサ劇場
「アンパンマンとおともだち」
17 日(土) 10:30〜
♪えいごであそぼう
18 日(日)15：00〜
ママと子のおはなし会
19 日(月) 10:30〜
♪リトミック遊びを楽しもう
22 日(木) 10:30〜 （８ヶ月まで）
♪ベビーマッサージと育児相談
23 日(金) 10:30〜
うたとリズムであそぼう
28 日(水) 10:30〜
えっちゃん！絵本よんで
30 日(金) 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

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
ただし、ＧＷ･祝日･お盆・年末年始（12/29〜1/6） ・月２回火曜日は、ハーツ学園集会室で
はお休みです
開催（10：00〜15：00）
1 日(木) 10:30〜 親子ムーブメント
(要予約)
6 日(火) 10:30〜 離乳食講座 (要予約)
7 日(水) 13:00〜 子育て相談会
8 日(木) 10:30〜 親子ふれあい遊び
(要予約)
10 日(土) ハーツきっずまつり
福井県民生協本部にて
14 日(水) 10:30〜 グッドトイで遊ぼう
(要予約)
15 日(木) 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
◎オイル代 500 円
(要予約)
16 日(金) 13:30〜 孫育て講座(要予約)
19 日(月) 10:30〜 スキンケア講座
(要予約)
21 日(水) 10:00〜
身体測定＆ＰＭ子育て相談会
28 日(水) 10:30〜 おしゃべりカフェ
(要予約)
29 日(木) 10:00〜11 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
30 日(金) 10:30〜子育て相談会(要予約)
15:00〜お仕事相談会

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・年末年始（12/29〜1/6）
はお休みです

ただし、ＧＷ･祝日･お盆・年末年始(12/29〜1/6)
はお休みです

5 日(月) 10:30〜 がっちゃんのお話会
(要予約)
8 日(木) 10:30〜小児救急を学ぼう
10 日(土) ハーツきっずまつり
福井県民生協本部にて
13 日(火) 10:30〜 離乳食講座(前・中期)
（要予約）
14 日(水) 10:00〜11 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
15 日(木) 10:30〜おしゃべりカフェ
１歳までのお友達集まれ！
19 日(月) 10:30〜 英語リトミック
(要予約)
21 日(水) 11:30〜 絵本の読み聞かせ
26 日(月) 10:00〜 大きくなったかな？
｢身体計測｣
★保健師さん 10:00〜12：00
27 日(火) 10:30〜幼児食講座（要予約）
29 日(木) 10:30〜スキンケア講座
（要予約）

7 日(水) 10:00〜11 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
10 日(土) ハーツきっずまつり
福井県民生協本部にて
14 日(水)
10:30〜 プレママ講座
13:30〜 おしゃべりカフェ
「知ると得する？
子育てのコツ」(要予約)
15 日(木) 10:30〜 お仕事相談会
17 日(土) 10:30〜 親子ふれあい体操
☆歩ける子〜
(要予約)
19 日(月)･20 日(火)･22 日(木）
10:00〜12:00 13:00〜15:00
身体測定＆ごろりんアート
21 日(水) 13:30〜 ベビーマッサージ
☆ハイハイやずりばいで動かない子
◎オイル代 500 円
(要予約)
28 日(水)
10:30〜 アレルゲンフリーの
おやつ作り
13:30〜 保育士と遊ぼう
(要予約)

福井市役所 福祉保健部 子育て支援室
℡（０７７６）２０−５２７０

