
 

 

 

ぱんだルーム（旧木田保育園） 

福井市木田１丁目１４０６ 

☎３６－００６３ 

＜開所日時＞ ９:００～１５:００ 

毎週 月曜日～金曜日  

毎月 第３土曜日 

 

ぴょんぴょんルーム(みやまこども園内) 

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 

きのこルーム（たけのこ児童館内） 

福井市砂子坂町５―５８ 

☎８３－０１６０（鶉こども園） 

＜開所日時＞ ９:００～１１:３０ 

基本、毎週月･水･金曜日 

   

ひよこ広 場 (  旧明里保育園） 

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 

 

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｛グリーンハイツ 

９－１６５｝で遊んでいます 

 

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 

 

たんぽぽ広場（あさかぜ認定こども園） 

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 

 

 

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  AOSSA５階 
☎２０－１５４０ 

＜開館日時＞毎週水曜日～月曜日   
        毎週 月・水・木・金・土・日 

９:００～１６:００ 
 

ハーツきっず羽水『ひよこるーむ』  

福井市羽水１－１１７ 
☎０１２０－８２３－４１５ 

＜開館日時＞ 毎週月～土曜日 
１０:００～１５:００ 

 

ハーツきっず学園『ひよこるーむ』  

福井市学園２－９－２２ 
☎０１２０－１７３－４１５ 

＜開館日時＞ 毎週月～金曜日 
１０:００～１５:００ 

ハーツきっず志比口『ひよこるーむ』 

福井市志比口２－１１－１３ 
☎０１２０－３９３－４１５ 

＜開館日時＞ 毎週月～金曜日 
１０:００～１５:００ 

 

 

9 日(火)10:45～  

 働くための出張相談会 

10 日(水)10:45～  

子どもの言葉の発達と相談 

12 日(金) 26 日(金)10:00～ 

 ゆかりんのお話タイム 

16 日(火)10:45～  グッドトイ  

子どもに良いおもちゃの紹介 

17 日(水) 10:45～  

 抱っこで親子体操 

18 日(木) 10:45～ 

双子ちゃんみつごちゃん情報交換会 

19 日(金) 10:45～ 

親子でリトミック 

30 日(火) 5 月生まれの誕生会 

（0.1・2・3 歳児） 

16日(火) 10:30～ 

 子育てマイスター育児講座 

 「助産師さんの何でも相談」 

  実施場所：美山公民館 2階 

教養室 

          (要予約 10組) 

24日(水)～30日(火) 

  作ってみよう（いちご作り） 

令和５年  
 

 ５月 福井市役所 福祉部 子育て支援課 

℡（０７７６）２０－５２７０ 

12日(金) 10：30～ 

「就職相談会」 

 

17日(金) 10:30～ 

 口腔ケアと骨盤ケアについて 

 

24日(水) 10：30～ 

 おなか元気教室 

 

26日(金) 10:30～ 

5月生まれの誕生会 

（誕生児の方は 1 週間前までに要連絡） 

1日(月)～12日(金) 10:30～  

 母の日プレゼント作り 

11日(木) 10:30～ (要予約) 

 ムーブメント 

25日(木) 10:30～ (要予約) 

 身体測定＆子育て相談 

1日(月) 10：00～ 

こどもの日＆手袋シアター 

10日(水) 10：00～ 

 リトミックあそびを楽しもう   

11日(木) 10：00～ 

 えっちゃん！絵本読んで  

13日(土） 

 つくってあそぼう（利用時間中） 

15日(月) 10：00～ 

 おはなしころりん 

17日(水）10：00～ 

ママと赤ちゃんのための絵本と 

わらべうた 

18日(木）10：00～ 

親子でワクワクおはなし会 

20日(土）10：00～ 

ミニミニ劇場 

22日(月）10：00～ 

 たのしいうたあそび 

24日(水）10：00～ 

 ミュージック・ケア 

26日(金）10：00～ 

わらべうたあそび 

 

 8 日(月)～12 日(金）身体計測  
 のんびりひろばの時間のみ 
 9 日(火) 10：30～ 
親子リトミック 〔インスタライブ〕 

10 日(水) 13：30～ 育児体験教室 
15 日(月)～19 日(金)〔予約企画以外〕 
 バースディーカード作り 
ハーフバースディの方もどうぞ 

15 日(月) 10：00～ パパと出来る手 
 形・足型アート ママも一緒にどうぞ 
16 日(火) 10：30～ 
 県外ママ集まれ おしゃべりひろば 
17 日(水) 10：30～〔インスタライブ〕 
 ことばの育ちのおはなし 
19 日(金) 13：30～ ベビーマッサージ 
 ハイハイずりバイができない子 
22 日(月 )10：00～ なかまほいく① 
22 日(月)～26 日(金) 〔予約企画以外〕 
 手形・足形アート 
25 日(木) 13：30～  
働くための出張相談会 

26 日(金) 13：30～ ベビーサイン 
首が座った子～1 歳半までのお子さん 

29 日(月) 10：00～ なかまほいく②  
29 日(月) 13：00～ 0 ヶ月～4 ヶ月の 
 お子さん集まれ 
30 日(火) 10：30～〔インスタライブ〕 
 おやつ作り（さくらるーむ） 
30 日(火) 13：00～ 5 ヶ月～8 ヶ月の 
お子さん集まれ 

＊ひよこ広場の利用や講座は予約制です  

  

6 日(土) 10:30～ 

パパ・ママも一緒にミュージック・ケア 

10日(水) 10:30～ 絵本シェアリングの会 

 「えほん・てあそび・かみしばい」 

17 日(水) 9:30～ 

 身長体重測定＆栄養相談 

19 日(金) 10:30～  

えほんであそぼう 

25 日(木) 9:30～  

こあら広場 

31 日(水) 9:30～  

おひるねアート撮影会 ～父の日～ 

1日(月) 

“こどもの日 WEEK”こいのぼり作り 

15日(月) 10:00～ 

子育てマイスター講座 

「乳幼児の生活リズムとケアについて」 

18日(木) 10:00～ 

あのねの先生とあ～そ～ぼ 

（とちのき児童館にて） 

＊今年度より近隣の児童館・公民館での

合同イベントを定期的に開催いたし

ます。是非親子での参加をお待ちして

おります。 

 

8 日(月) 11:45～  

絵本くらぶさんによる絵本の読み聞かせ 

11 日(木) 10:30～ななちゃんの食育講座 

「子どもの骨を元気に丈夫に！」 

13 日(土) 10:30～ プレママ講座 

コンサート＆読み聞かせ 

15 日(月)～20 日(土) （企画の時は除く） 

足形を使って製作遊び 

18 日(木) 10:30～ ベビーヨガ 

19 日(金) 10:00～ 

身体測定＆子育て相談会   

AM 歯科衛生士さんが来ます 

22 日(月)  10:30～ 北電出張イベント 

 キーホルダー作り 

23 日(火) 10:30～ 〔インスタライブ〕 

キッズマッサージ 

25 日(木) 10:00～ 5 月のお誕生会  

ハーフバースディの方もどうぞ 

26 日(金) 10:30～ 

働くための出張相談会 

27 日(土) 10:00～ お父さんと遊ぼう 

30 日(火) 10:30～ グッドトイ 

 

なかまほいく 10：00～12：00 

10 日(水)17 日(水)24 日(水)31 日(水) 

8 日(月) 10：30～〔インスタライブ〕  

離乳食講座 おおむね 9 ヶ月 

10 日(水) ①10：00～ ②13：00～ 

５月のお誕生会  

ハーフバースディーの方もどうぞ 

15 日(月)～19 日(金)  10：00～ 

足型アート （企画の時は除く） 

16 日(火) 11：45～ 

絵本の読み聞かせ 

17 日(水) 10：30～  

助産師さんのベビーマッサージ 

ハイハイやずりバイで動かない子 

＊オイル代 500 円 

17 日(水) 13：30～ 

プレママ講座「妊婦さんの骨盤体操」 

18 日(木) 13：00～ おしゃべりひろば 

 離乳食について 

22 日(月)～26 日(金) 10：00～ 

身体測定＆壁面アート（企画の時除く） 

24 日(水) 10：30～ 

 お父さんと遊ぼう「離乳食・幼児食講

座」ママも一緒にどうぞ 

24 日(水) 13：45～ ミニミニ英語手遊び 

25 日(木) 13：00～ 双子ちゃん集まれ 

31 日(水) 10：30～ ミュージックケア 

 ミュージックケア 

＊イベントの予約受付は 10時、 
 

11 日(木)  

  地域の人と一緒に野菜作り 

12 日(金)  

  母の日のプレゼント作り 

18 日(木)  

  ガラガラ作り 

19 日(金)  

  随時 身体測定 

22 日(月)  

  読み聞かせ会    

31 日(水)   

  誕生月＆マンスリーフォトブース 

 

 

 

はぐくむ.net 

福井市結婚・子育て応援サイト 

 


