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ハーモニーネット未来
笠岡市委託地域子育て支援拠点事業

2019.

…３月の予定…
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子育てひろば「あおぞら」
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“少しずつあたたかくなってきましたね。「あおぞら」に遊びにきてね!
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〈子育てひろば「あおぞら」
〉
✿移動ひろば「あおぞら」(毎週火・木曜日)
日 時：上記カレンダーをご覧ください。
場 所：笠岡市市民活動支援センター ２階第３会議室
参加費：無料

✿子育てひろば「あおぞら」＆ひよこクラブ 「おわかれパーティ」
日時：３月１５日(金) 10:30～11:45
場所：笠岡市市民活動支援センター２階第３会議室
参加費：おとなひとり 700 円 子どもひとり 300 円

✿子育てひろば「あおぞら」 「育児相談」
日時：３月２０日(水) 11:00～11:45
場所：ハーモニーネット未来 1F

参加費：無料

別紙参照

〈お休み〉
子育てひろば「あおぞら」
19 日(火)9:00～13：００

移動ひろば
14 日(木)・19 日(火)・26 日(火)・28 日(木)

4月
２日(火)・４日(木)・９日(火)
１１日(木)・２３日(火)

〈大井児童館〉
✿３月１４日(月) 10:30～11:10 にこにこタイム「子どもと一緒にハッピータイム」
✿３月１１日(月) 10:30～11:15 ぽかぽかタイム「おやこでたのしくリズムあそび♪」（要申込）
✿３月１７日(日) 10:00～15:00「児童館まつり」

〈その他〉
✿３月１８日(金) 18:30～舞台鑑賞「でべそ版ずっこけ狂言『でんでんむしむし４８』」(保健センター)

＜よこちゃんのひとりごと＞

ひとりで子育て
りょうすけ

3才

ゆ き

ね

諒 祐くん 由希音ちゃん はるちゃん
さくら

ゆ み な

たいせい

桜 ちゃん 結心奈ちゃん 大星くん
ちひろ

1才

は な

たく ま

千弘くん 華名ちゃん 拓磨くん
ゆうま

さ

ら

り ん か

侑磨くん 咲蘭ちゃん 凛果ちゃん
ひなた

陽大くん
あ い り す

愛莉沙スカーレットちゃん

人にとって、いちばんつらいのは
孤立感、孤独感。
ひとりぼっちの感じ
だれにもわかってもらえない感じ
どうかひとりでかかえこまないで。
いまの時代、母親ひとりで
子育てを背負うのは
無理なのですから。
子どもがそうであるように
楽しくいきいきと毎日を暮らすには
親にも助けが必要です。

３月のお誕生日会

２７日(水)11:00～

「それでいいよ だいじょうぶ
ー子どもとの暮らしを応援する本ー」より

みんなで子育て
何かあったとき人に頼れること
助けてと言えるのはいいことです。
「おたがいさま」で気持ちよく
頼りあう、助けあう社会は
おとしよりにも障害を持った人にも
暮らしやすい社会です。
たいせつなのは、支えあい。
子育てもそうです。
勇気を出して、周囲の人をどんどん
あなたの子育てにまきこみましょう。
助けてくれる人をふやしましょう。

かさおか市内の各イベント情報
子育て支援センター

母親クラブ

★わかたけ子育て支援センター (若竹保育園内 TEL62-4560)
16 日(水)10:00～11:00
リトミック(保育園ホール)
17 日(木)・14 日(木)10：00～11：00
園庭開放
13 日(水)10:00～11:00
わらべうた(脇本先生)
22 日(金)10:00～11:00
3 月生まれのお誕生会

★キュートキッズ （大井児童館内 TEL63-0443）
22日(土)10:00～ 「いちご狩り」
参加費：500円(大人2人目～1700円・会員外の子ども1100円)
持ち物：水筒・タオルなど(各自必要なもの)
場所：ストロベリーファーム石田(笠岡市カブト東町82)
申込期間：2/25(月)締切 ※参加者の年齢を教えてください

★笠岡中央子育て支援センター (和光保育園内 TEL67-0802)
17 日(木)10:00～11:00
システムブロックで遊ぼう
14 日(木)10:00～11:00
誕生会・絵本の読み聞かせ

★ときめき(０～３歳) （大井児童館内 TEL63-0443）
15日(金) 10:00～(受付9:40)
「平成30年度 しめくくりの会」
※実習生さんによるお楽しみ♫
※会員みんなにステキなプレゼントがあるよ♪
ぜひ来てね！

★まや子育てサポートセンター （まや保育園内 TEL69-2626）
16 日(土)10:00～12:00
乳幼児クラブ
「お別れ遠足に行こう！」
※参加を希望される場合は、各センターへお問い合わせください。

持ち物 ： お茶

★ときめき(４・５歳) (大井児童館内 TEL63-0443)
17日(木)13:30～ 「お別れ会」 持ち物 ：お茶
※最後の会となります。ぜひ参加してください！

★笠岡市ファミリー・サポート・センター(サンライフ笠岡内 TEL63-5067・要予約)
15 日(火)10:00～11:00 絵本の会 「お別れ会」
15 日(金)10:00～11:00 「お母さんのための井戸端会議」

★スマイルキッズ (大井児童館内 TEL63-0443)
16日(土)10:30～11:30 場所：笠岡東公民館
「おやこでリトミック お別れ会」 持ち物 ： お茶・お手ふき
参加費：子ども1人につき100円
申込期間：3/1(金)～6(水)
★ひよこクラブ (ハーモニーネット未来 TEL63-4955)
15日(金)10:30～11:30
「おわかれパーティ」 場所：市民活動支援センター
※参加を希望される場合は、各母親クラブへお問い合わせ下さい。

※詳しいことは、あおぞらスタッフまでお問い合わせ下さい。
私たちは地域で子育てをがんばっている親子を応援しています。

子育て応援

企

業

認定 NPO 法人

●株式会社サンラヴィアン
〒719-0302 岡山県浅口郡里庄町新庄 3920
おいしいお菓子をイベント等で提供していただいています。

●株式会社アサムラサキ(本社オフィス)
〒714-8501 岡山県笠岡市茂平 989 番地
おしょうゆやドレッシングなどを提供していただいています。

〒71 4- 0 0 81 笠 岡 市 笠 岡 59 0 9
TEL 0865-63-4955/61-4002
FA X 0865-63-4950
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