
 

元気館  

ジャングルキッズ 
TEL ４７-７７８５ 

ホール 
自由に過ごせます。 

飲食ができます。 
 

★子育て講座を開催しています。 
 
★月１回誕生会・身体測定を行っ

ています。 
 

(遊びのひろば) 

ジャングルキッズ 
・マナーを守って楽しく遊びましょう。 

・平日には、お楽しみタイムが 

あります。 

 

＜平日のお楽しみタイム＞ 

＜ワクワクタイム＞ 

AM１０：３０～１１：００ 

手遊び・おはなし（絵本） 

体操・楽器遊び 

＜キラキラ絵本・ニコニコ歯みがき＞ 

PM１：００～ 

絵本の読み聞かせ   お家の人と一緒に 

紙芝居        歯みがきしよう！ 
          ※歯ブラシとコップを 

             ご持参ください。 

（開館時間）  

月曜日から金曜日・・午前 8 時 30 分～午後 7 時 

           （12 月から翌年 2 月、午後 6 時まで） 

土曜・日曜及び祝日・・午前 9 時～午後 5 時 

 

（休館日） 

毎月第 1 日曜日及びその前日 

12 月 29 日から翌年の 1 月 3 日 

 

※ワクワクタイム、キラキラ絵本・ニコニコ歯みがきの時間はおもちゃで遊べません。 

けじめを持って参加できるようにご協力願います。 

平成３０年度 



 
 
 

 

    

    

絵本読み聞かせの日絵本読み聞かせの日絵本読み聞かせの日絵本読み聞かせの日    
（ソフィアセンター（ソフィアセンター（ソフィアセンター（ソフィアセンター））））    

１０：３０～１１：００ 

 
 
 

 

    

ベビーベビーベビーベビー    

マッサージマッサージマッサージマッサージ    
（保育士）（保育士）（保育士）（保育士）    

ハイハイ前のお子さんにおす

すめです！ 

１０：３０～１１：１５ 

    

誕生会誕生会誕生会誕生会・・・・身体身体身体身体測定測定測定測定    
１０：３０～１１：１５ 

身長はたっちができ 

るお子さんが 

対象です 

４月４月４月４月    １２１２１２１２日（木日（木日（木日（木））））    ２５日（水２５日（水２５日（水２５日（水））））    ２６日（木２６日（木２６日（木２６日（木））））    

５月５月５月５月    １０１０１０１０日（木日（木日（木日（木））））    ２４日（木２４日（木２４日（木２４日（木））））    ２５日（金２５日（金２５日（金２５日（金））））    

６月６月６月６月        ７日（木７日（木７日（木７日（木））））    ２１日（木２１日（木２１日（木２１日（木））））    ２２日（金２２日（金２２日（金２２日（金））））    

７月７月７月７月    １２日（木１２日（木１２日（木１２日（木））））    １９日（木１９日（木１９日（木１９日（木））））    ２３日（月２３日（月２３日（月２３日（月））））    

８月８月８月８月        ９日（木９日（木９日（木９日（木））））    ２３日（木２３日（木２３日（木２３日（木））））    ２４２４２４２４日（日（日（日（金金金金））））    

９月９月９月９月        ６６６６日（木日（木日（木日（木））））    ２７日（木２７日（木２７日（木２７日（木））））    ２５２５２５２５日（火日（火日（火日（火））））    

10101010 月月月月    １１日（木１１日（木１１日（木１１日（木））））    ２５日（木２５日（木２５日（木２５日（木））））    ２６日（金２６日（金２６日（金２６日（金））））    

11111111 月月月月        ８日（木８日（木８日（木８日（木））））    ２２日（木２２日（木２２日（木２２日（木））））    ２１２１２１２１日（日（日（日（水水水水））））    

12121212 月月月月    １３日（木１３日（木１３日（木１３日（木））））    １９日（水１９日（水１９日（水１９日（水））））    ２５日（火２５日（火２５日（火２５日（火））））    

１月１月１月１月    １０日（木１０日（木１０日（木１０日（木））））    ２８日（月２８日（月２８日（月２８日（月））））    ２９日（火２９日（火２９日（火２９日（火））））    

２月２月２月２月        ７日（木７日（木７日（木７日（木））））    ２２日（金２２日（金２２日（金２２日（金））））    ２５日（月２５日（月２５日（月２５日（月））））    

３月３月３月３月        ７日（木７日（木７日（木７日（木））））    ２５日（月２５日（月２５日（月２５日（月））））    ２６日（火２６日（火２６日（火２６日（火））））    

・・・・お子さんが安全に遊べるようにみんなで見守りましょう。お子さんが安全に遊べるようにみんなで見守りましょう。お子さんが安全に遊べるようにみんなで見守りましょう。お子さんが安全に遊べるようにみんなで見守りましょう。    

・体調の悪い時や感染症の方・体調の悪い時や感染症の方・体調の悪い時や感染症の方・体調の悪い時や感染症の方、または園をお休みしている場合、または園をお休みしている場合、または園をお休みしている場合、または園をお休みしている場合    

はははは利用できません。利用できません。利用できません。利用できません。    

・遊んだおもちゃは・遊んだおもちゃは・遊んだおもちゃは・遊んだおもちゃは片付けましょう。片付けましょう。片付けましょう。片付けましょう。    

・おもちゃの持ち込みは・おもちゃの持ち込みは・おもちゃの持ち込みは・おもちゃの持ち込みはできません。できません。できません。できません。    

・・・・外履きやベビーカーは外履きやベビーカーは外履きやベビーカーは外履きやベビーカーは入れません。入れません。入れません。入れません。    

・飲食は・飲食は・飲食は・飲食はホールを利用ホールを利用ホールを利用ホールを利用しましょう。しましょう。しましょう。しましょう。    

    

【ジャングルキッズのおやくそく】 

ワクワクタイムのお楽しみ 
お気軽においでください 

 

 

 

  



回 月　　日 時間・対象年齢　 テーマ 担　当

1 ５月３０日（水)
５月３０日（水)５月３０日（水)
５月３０日（水)

１０：３０～１１：３０
１０：３０～１１：３０１０：３０～１１：３０
１０：３０～１１：３０

（０歳～１歳６か月位）
（０歳～１歳６か月位）（０歳～１歳６か月位）
（０歳～１歳６か月位）

簡単離乳食の進め方
簡単離乳食の進め方簡単離乳食の進め方
簡単離乳食の進め方

～離乳開始から完了までの食事～
～離乳開始から完了までの食事～～離乳開始から完了までの食事～
～離乳開始から完了までの食事～

健康推進課
健康推進課健康推進課
健康推進課

栄養士
栄養士栄養士
栄養士

2 ６月２０日（水）
６月２０日（水）６月２０日（水）
６月２０日（水）

１０：３０～１１：３０
１０：３０～１１：３０１０：３０～１１：３０
１０：３０～１１：３０

（３歳以下）
（３歳以下）（３歳以下）
（３歳以下）

親が守ろう子どもの歯
親が守ろう子どもの歯親が守ろう子どもの歯
親が守ろう子どもの歯

～虫歯予防に役立てよう～
～虫歯予防に役立てよう～～虫歯予防に役立てよう～
～虫歯予防に役立てよう～

歯科医師
歯科医師歯科医師
歯科医師

登内　喜美江先生
登内　喜美江先生登内　喜美江先生
登内　喜美江先生

3 ７月１８日（水）
７月１８日（水）７月１８日（水）
７月１８日（水）

※1３：３０～１４：３０
※1３：３０～１４：３０※1３：３０～１４：３０
※1３：３０～１４：３０

（３歳以下）
（３歳以下）（３歳以下）
（３歳以下）

子どもの病気と上手に付き合う
子どもの病気と上手に付き合う子どもの病気と上手に付き合う
子どもの病気と上手に付き合う

～健康について学びスキルを高めよう～
～健康について学びスキルを高めよう～～健康について学びスキルを高めよう～
～健康について学びスキルを高めよう～

小児科医師
小児科医師小児科医師
小児科医師

藤中　秀彦先生
藤中　秀彦先生藤中　秀彦先生
藤中　秀彦先生

4 ９月２０日（木）
９月２０日（木）９月２０日（木）
９月２０日（木）

１０：３０～１１：３０
１０：３０～１１：３０１０：３０～１１：３０
１０：３０～１１：３０

（３歳以下）
（３歳以下）（３歳以下）
（３歳以下）

幼児の食事と生活リズム
幼児の食事と生活リズム幼児の食事と生活リズム
幼児の食事と生活リズム

～メリハリのある毎日を～
～メリハリのある毎日を～～メリハリのある毎日を～
～メリハリのある毎日を～

保育課
保育課保育課
保育課

栄養士
栄養士栄養士
栄養士

5 １０月１７日（水）
１０月１７日（水）１０月１７日（水）
１０月１７日（水）

１０：３０～１１：３０
１０：３０～１１：３０１０：３０～１１：３０
１０：３０～１１：３０

（
（（
（３歳以下
３歳以下３歳以下
３歳以下）

））
）

親子で楽しく！歯磨きのコツ
親子で楽しく！歯磨きのコツ親子で楽しく！歯磨きのコツ
親子で楽しく！歯磨きのコツ

～みんなで歯磨きしてみよう～
～みんなで歯磨きしてみよう～～みんなで歯磨きしてみよう～
～みんなで歯磨きしてみよう～

健康推進課
健康推進課健康推進課
健康推進課

歯科衛生士
歯科衛生士歯科衛生士
歯科衛生士

6 １２月５日（水）
１２月５日（水）１２月５日（水）
１２月５日（水）

１０：３０～１１：３０
１０：３０～１１：３０１０：３０～１１：３０
１０：３０～１１：３０

（３歳以下）
（３歳以下）（３歳以下）
（３歳以下）

感染症の予防と対処法
感染症の予防と対処法感染症の予防と対処法
感染症の予防と対処法

～病気にならないためのポイント～
～病気にならないためのポイント～～病気にならないためのポイント～
～病気にならないためのポイント～

子育て支援課
子育て支援課子育て支援課
子育て支援課

保健師
保健師保健師
保健師

7 １月２４日（木）
１月２４日（木）１月２４日（木）
１月２４日（木）

１０：３０～１１：３０
１０：３０～１１：３０１０：３０～１１：３０
１０：３０～１１：３０

（３歳以下）
（３歳以下）（３歳以下）
（３歳以下）

子どもの事故・ケガの対処法
子どもの事故・ケガの対処法子どもの事故・ケガの対処法
子どもの事故・ケガの対処法

～未然に防ごう事故とケガ～
～未然に防ごう事故とケガ～～未然に防ごう事故とケガ～
～未然に防ごう事故とケガ～

消防署
消防署消防署
消防署

救急救命士
救急救命士救急救命士
救急救命士

8 ３月２０日（水）
３月２０日（水）３月２０日（水）
３月２０日（水）

１０：３０～１１：３０
１０：３０～１１：３０１０：３０～１１：３０
１０：３０～１１：３０

（３歳以下）
（３歳以下）（３歳以下）
（３歳以下）

交通安全教室
交通安全教室交通安全教室
交通安全教室

～親子で交通ルールを確認しよう～
～親子で交通ルールを確認しよう～～親子で交通ルールを確認しよう～
～親子で交通ルールを確認しよう～

市民活動支援課
市民活動支援課市民活動支援課
市民活動支援課

交通指導員
交通指導員交通指導員
交通指導員

～元気館～元気館～元気館～元気館 子育て講座子育て講座子育て講座子育て講座 年間計画～年間計画～年間計画～年間計画～

★「子育てキラキラ講座」・「親子であ・そ・ぼ！」の会場は

元気館です。 申し込みや参加費は、必要ありません。

●「子育てキラキラ講座」は保護者向けの学びの講座です。

●「親子であ・そ・ぼ！」は親子で一緒に楽しむ講座です。

●開催日・開始時間・対象年齢を確認してご参加ください。

●元気館駐車場が満車の場合は、玄関の表示をご確認ください。

●混雑が予想されます。開始時間までに受け付けを済ませてください。

●詳しい内容につきましては、保育課保育支援係までお問い合わせください。

(℡ ４７-７７８５)

子育てキラキラ講座
※保護者のみの参加も可能、３歳までのお子さんをお持ちの保護者



回 月　日 時　間 テーマ 担　当

1
11
1 ４月1８日（水）

４月1８日（水）４月1８日（水）
４月1８日（水） １０：３０～１１：３０

１０：３０～１１：３０１０：３０～１１：３０
１０：３０～１１：３０

こいのぼりつくり
こいのぼりつくりこいのぼりつくり
こいのぼりつくり

～歌やゲームで楽しみましょう～
～歌やゲームで楽しみましょう～～歌やゲームで楽しみましょう～
～歌やゲームで楽しみましょう～

保育支援係
保育支援係保育支援係
保育支援係

保育士
保育士保育士
保育士

2
22
2 ５月１６日（水）

５月１６日（水）５月１６日（水）
５月１６日（水） １０：３０～１１：３０

１０：３０～１１：３０１０：３０～１１：３０
１０：３０～１１：３０

 楽しい手あそびと ふれあいマッサージ
 楽しい手あそびと ふれあいマッサージ 楽しい手あそびと ふれあいマッサージ
 楽しい手あそびと ふれあいマッサージ

～子育てのポイントや楽しみ方も学べます～
～子育てのポイントや楽しみ方も学べます～～子育てのポイントや楽しみ方も学べます～
～子育てのポイントや楽しみ方も学べます～

保育支援係
保育支援係保育支援係
保育支援係

保育士
保育士保育士
保育士

3
33
3 ６月２７日（水）

６月２７日（水）６月２７日（水）
６月２７日（水） １０：３０～１１：３０

１０：３０～１１：３０１０：３０～１１：３０
１０：３０～１１：３０

　　　　　よちよち親子ビクス
　　　　　よちよち親子ビクス　　　　　よちよち親子ビクス
　　　　　よちよち親子ビクス

　～音楽に合わせて楽しくボディメイクしよう～
　～音楽に合わせて楽しくボディメイクしよう～　～音楽に合わせて楽しくボディメイクしよう～
　～音楽に合わせて楽しくボディメイクしよう～

インストラクター
インストラクターインストラクター
インストラクター

小山　久子さん
小山　久子さん小山　久子さん
小山　久子さん

4
44
4 ７月４日（水）

７月４日（水）７月４日（水）
７月４日（水） １０：３０～１１：３０

１０：３０～１１：３０１０：３０～１１：３０
１０：３０～１１：３０

たなばた
たなばたたなばた
たなばた

～短冊に願いを込めて～
～短冊に願いを込めて～～短冊に願いを込めて～
～短冊に願いを込めて～

保育支援係
保育支援係保育支援係
保育支援係

保育士
保育士保育士
保育士

5
55
5 ８月３０日（木）

８月３０日（木）８月３０日（木）
８月３０日（木） １０：３０～１１：３０

１０：３０～１１：３０１０：３０～１１：３０
１０：３０～１１：３０

　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　

　　
　ペープサート

ペープサートペープサート
ペープサート

　　
　　　　
　　　～かわいいなかまがやってくる～
　～かわいいなかまがやってくる～　～かわいいなかまがやってくる～
　～かわいいなかまがやってくる～

　おはなしサークル
おはなしサークルおはなしサークル
おはなしサークル

　　　　ありす
　　　　ありす　　　　ありす
　　　　ありす

6
66
6

９月１２日（水）
９月１２日（水）９月１２日（水）
９月１２日（水）

１０：３０～１１：３０
１０：３０～１１：３０１０：３０～１１：３０
１０：３０～１１：３０

　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　リトミック

　リトミック　リトミック
　リトミック

　～親子で心地良い時間を過ごしましょう～
　～親子で心地良い時間を過ごしましょう～　～親子で心地良い時間を過ごしましょう～
　～親子で心地良い時間を過ごしましょう～

リトミック講師
リトミック講師リトミック講師
リトミック講師

大信　ひとみさん
大信　ひとみさん大信　ひとみさん
大信　ひとみさん

7
77
7 １０月３日（水）

１０月３日（水）１０月３日（水）
１０月３日（水） １０：３０～１１：３０

１０：３０～１１：３０１０：３０～１１：３０
１０：３０～１１：３０

うんどうかい
うんどうかいうんどうかい
うんどうかい

～みんなでよーいどん！ハイハイレースもあるよ～
～みんなでよーいどん！ハイハイレースもあるよ～～みんなでよーいどん！ハイハイレースもあるよ～
～みんなでよーいどん！ハイハイレースもあるよ～

保育支援係
保育支援係保育支援係
保育支援係

保育士
保育士保育士
保育士

8
88
8 １１月２８日（水）

１１月２８日（水）１１月２８日（水）
１１月２８日（水） １０：３０～１１：３０

１０：３０～１１：３０１０：３０～１１：３０
１０：３０～１１：３０

おはなしライブ
おはなしライブおはなしライブ
おはなしライブ

～手作り絵本でハッピータイム～
～手作り絵本でハッピータイム～～手作り絵本でハッピータイム～
～手作り絵本でハッピータイム～

元保育園長
元保育園長元保育園長
元保育園長

米持　桂子さん
米持　桂子さん米持　桂子さん
米持　桂子さん

9
99
9 １２月２０日（木）

１２月２０日（木）１２月２０日（木）
１２月２０日（木） １０：３０～１１：３０

１０：３０～１１：３０１０：３０～１１：３０
１０：３０～１１：３０

クリスマスコンサート
クリスマスコンサートクリスマスコンサート
クリスマスコンサート

～きれいな歌声を楽しみましょう～
～きれいな歌声を楽しみましょう～～きれいな歌声を楽しみましょう～
～きれいな歌声を楽しみましょう～

音楽講師
音楽講師音楽講師
音楽講師

板谷　圭美さん
板谷　圭美さん板谷　圭美さん
板谷　圭美さん

柳　香奈さん
柳　香奈さん柳　香奈さん
柳　香奈さん

10
1010
10 １月１６日（水）

１月１６日（水）１月１６日（水）
１月１６日（水） １０：３０～１１：３０

１０：３０～１１：３０１０：３０～１１：３０
１０：３０～１１：３０

アンパンマン体操と簡単チアダンス
アンパンマン体操と簡単チアダンスアンパンマン体操と簡単チアダンス
アンパンマン体操と簡単チアダンス

～抱っこで参加ＯＫ！親子ヨガもあるよ～
～抱っこで参加ＯＫ！親子ヨガもあるよ～～抱っこで参加ＯＫ！親子ヨガもあるよ～
～抱っこで参加ＯＫ！親子ヨガもあるよ～

インストラクター
インストラクターインストラクター
インストラクター

桑田　尚子さん
桑田　尚子さん桑田　尚子さん
桑田　尚子さん

伊原　琴音さん
伊原　琴音さん伊原　琴音さん
伊原　琴音さん

11
1111
11 ２月１日（金）

２月１日（金）２月１日（金）
２月１日（金） １０：３０～１１：３０

１０：３０～１１：３０１０：３０～１１：３０
１０：３０～１１：３０

せつぶん
せつぶんせつぶん
せつぶん

～大人も子どもも鬼は外！福は内！～
～大人も子どもも鬼は外！福は内！～～大人も子どもも鬼は外！福は内！～
～大人も子どもも鬼は外！福は内！～

保育支援係
保育支援係保育支援係
保育支援係

保育士
保育士保育士
保育士

12
1212
12 ３月１日（金）

３月１日（金）３月１日（金）
３月１日（金） １０：３０～１１：３０

１０：３０～１１：３０１０：３０～１１：３０
１０：３０～１１：３０

ひなまつり
ひなまつりひなまつり
ひなまつり

～歌やゲームで桃の節句をお祝いしよう～
～歌やゲームで桃の節句をお祝いしよう～～歌やゲームで桃の節句をお祝いしよう～
～歌やゲームで桃の節句をお祝いしよう～

保育支援係
保育支援係保育支援係
保育支援係

保育士
保育士保育士
保育士

親子であ・そ・ぼ！

       ※身体を動かす講座では、水分補給用の飲み物・タオルなど必要に応じてご用意ください。

　　　　　お問い合せ：保育課 保育支援係(元気館)　TEL４７－７７８５

※３歳以下のお子さんと保護者が対象です。
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