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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

子育てひろば「あおぞら」

夏に向けて暑い日が多くなってきましたね！ハーモニーネット未来では、楽
しいイベントや「おはなしの会」を開催していまーす。お天気や予定に合わ
せて遊びにきてくださいね♪♪
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ハーモニーネット未来の開設時間は、9:00～12:00 13:00～17:00 となります。12:00～13:00 の間は閉館しますのでご了承くださいませ。
◎移動ひろば「あおぞら」(笠岡市市民活動支援センター)・・・スタッフが地域に出向いてひろばを開いています。毎週火・木曜日 10:00～12:00
◎おはなしの会（ハーモニーネット未来）・・・・おはなしボランティアスタッフによる手遊びや、絵本、手袋、エプロンシアターなど親子で楽しもうね♡ 毎週水曜日 10:３0～1１：００
◎ぴゅあそーる（ハーモニーネット未来）・・・・・子育てのしんどさや思いをゆっくり話すことができる親のための居場所。アドバイザーがいます。毎週火曜日 10:00～14:00
◎おはなしタイム（大井児童館）・・・・・・・・・・・スタッフによる手遊び・ふれあい遊び・絵本や色々なシアターでおはなしを楽しみます！毎週木曜日 10:30～11:00
◎6 月のぴゅあちっちはお休みです。

子育てひろば「あおぞら」の
公式 LINE ができました！
おともだちの追加、登録を
よろしくお願いします(*^-^*)
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※本人やご家族の方が、風邪の症状があったり、濃厚接触者で
ある場合、ご利用はご遠慮ください。引き続き、新型コロナ
ウイルスを含む感染症対策のご協力をお願いいたします。
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６月生まれのお子さんがおられるご家庭には、写
真入りのお誕生日カードをプレゼント致しますの
で、家で撮ったお子さんの写真をハーモニーネッ
ト未来のメール(kodomo1@kcv.ne.jp） にお
送り下さい。 後日あおぞらに取りに来ていただ
くか、ご希望の方には郵送いたします。

あおぞらスタッフおすすめ絵本

「ころころまるちゃん
きえちゃった」

ころころまるちゃんがつぎつぎに
「こんにちは！」と、出てきては
消えていくしかけ絵本です。

作：LaZOO
出版社：教育画劇

ハーモニーネット未来では、毎週水曜日におはなしの会を
開催しています。遊びにきてね！

各子育て支援センター

ハーモニーネット未来 おはなしの会

かさおか母親クラブのイベント

検索

(問合せ先：大井児童館 63-0443)

※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。

ときめき０～３歳 場所：大井児童館

★わかたけ子育て支援センター

◆6月8日(水) 10:00～(受付9：40～)
「救急救命法～大切な命を守ろう～」

(若竹保育園内 TEL62-4560)
時間：💛10:00～11:00(★以外親子５組限定)

～救急救命士さんが教えに来てくれます！～
【要申し込み】募集期間：6/3(金)まで

★10:00～11:30
💛

8 日（水） リトミック

☆参加費：無料

★ 9 日(木) 園庭開放

◆6月15日(水) 10:00～ (受付9：40～)
「父の日プレゼント工作～うちわ作り～」

💛15 日(水) わらべうた

～日ごろの感謝を込めて、お子さんとうちわを可愛く飾り
ませんか？お父さんが喜んでくれること間違いなし！～
【要申し込み】募集期間：5/23(月)～6/10(金)まで

💛１6 日(木) ベビーヨガ
★23 日(木) 園庭開放

★笠岡中央子育て支援センター

☆参加費：無料 ☆定員：8家族(先着)
☆持ち物：写真、お茶、マスク(保護者)

(和光みらい園内 TEL67-0802)
時間：10:00～11:00

ときめきクラブ

9 日(木) 歯磨き体験をしよう

場所：サンライフ笠岡 1 階 バグース

◆6月18日(土)10:30～11:30
「親子でイングリッシュ♪」

16 日（木） 大型マットであそぼう
23 日（木） おもちゃ作りをしましょう
３０日(木)

☆持ち物：お茶、マスク(保護者)

～ご参加お待ちしています😊✨✨～
【要申し込み】募集期間：6/2(木)9時～6/8(水)まで
☆参加費：子ども一人につき100円 二人目は半額
☆定員：10家族(先着)
☆持ち物：水筒(水分補給用)マスク(可能な方)

絵本の読み聞かせ・誕生会

★まや子育てサポートセンター
（まやこども園内 TEL69-2626）

・11 日(土)きょうりゅう公園へ行こう
時間 10：00～（９：4０～受付) 定員１０組
場所 きょうりゅう公園（現地集合）

ひよこクラブ 場所：市民活動支援センター
◆6 月 16 日(木)10:30～11:30
「ベビー&キッズマッサージ」

・15 日(水)七夕まつりに参加しよう

※詳細は、イベントチラシでご確認ください

時間 10：00～（９：4０～受付) 定員１０組
場所 まやこども園内 ゆうぎ室

スマイルキッズ 場所：サンライフ笠岡第１研修室
笠岡市ファミリーサポートセンター

『絵本の会』

６３－５０６７（事前申し込み必要）

◆6月25日(土)10:30～11:30
「リトミック♪」

定員：親子 7 組

～親子で体を動かして、一緒に楽しみましょう😊～
【要申し込み】受付期間：6/11(土)～18(土)

6 月 7 日(火) 10：00～11：00 かえるを作って遊ぼう!
６月 21 日(火) 10：00～11：00 はらぺこあおむしの
ひも通しをしよう

☆参加費：無料
☆定員：親子10組程度(先着)
☆持ち物：お茶・マスク・クレヨン

『お母さんのための井戸端会議』 定員：親子 7 組
6 月 17 日(金) 10：00～11：00
(生後４か月から 12 か月のお子さんとお母さんが対象の会です)

子育て応援企業
私たちは地域で子育てを頑張っている親子を応援しています！

☆彡株式会社サンラヴィアン☆彡

※今後のコロナウイルス感染状況によっては、イベント等が
延期・中止になったり、閉館になる場合があります 詳しくは、
ホームページでご確認いただくか、お問い合わせください。

〒719-0302 岡山県浅口郡里庄町新庄 3920

認定 NPO 法人ハーモニーネット未来

〒714-0081 笠岡市笠岡 5909

☎ 0865-63-4955 Email:kodomo1@kcv.ne.jp

http://hamomira.or.jp/

