
仁摩保健センター仁摩保健センター仁摩保健センター仁摩保健センター 

4444 日日日日(水) 乳幼児相談 (9:30~) 

5555 日日日日(木) 3歳児健診 (H26年 7月生 13:15~) 

11110000 日日日日(火) 離乳食教室 (~8ヶ月対象 13:00~) 

11112222 日日日日(木)１歳 6か月健診 (H28年 3月生 13:15~) 

22224444 日日日日(火) 乳児健診 (H29年 6月生 13:15~)     

 

 

 

 

 

久利保育園久利保育園久利保育園久利保育園《お問合せ》82-3988 

毎日 9:30~11:00保育園開放 要連絡 

わんぱ～く保育園わんぱ～く保育園わんぱ～く保育園わんぱ～く保育園《お問合せ》82-5070 

見学随時 要連絡 

たから保育園たから保育園たから保育園たから保育園《お問合せ》83-7880 

月~金の毎日 9:30~11:00保育園開放 要連絡 
 

波根保育園波根保育園波根保育園波根保育園《お問合せ》85-7135 

月~金の毎日 9:30~11:00保育園開放     
7777 日日日日(土) 園内運動会 ・・・・19191919 日日日日(木) なかよしデー ・・・・30303030 日日日日(月) 誕生会 

おはなし会おはなし会おはなし会おはなし会 

7777 日日日日(土) 10:30  0~4歳のおはなし会 (中央図書館) 

14141414 日日日日(土) 14:00 おはなし会｢たべるのだいすき｣ (中央図書館)    
21212121 日日日日(土) 10:15 おはなし会｢いたずらしちゃうぞ！｣ (仁摩図書館)        
21212121 日日日日(土) 14:00 ストーリーテリング 

28282828 日日日日(土) 10:00 おはなし会｢おかし(お菓子)なはなし｣ (温泉津図書館) 

22228888 日日日日(土) 14:00 おはなし会｢まっかっか！｣ (中央図書館)    

久手保育園久手保育園久手保育園久手保育園《お問合せ》久手保育園 82-8823 

月~金の毎日 9:30~11:00保育園開放 一緒に遊ぼう 要連絡 
5555 日日日日(木) 避難訓練(津波) ・・・・8888 日日日日(日) 町民運動会(3~5歳) 

11111111 日日日日(水)~13131313 日日日日(金) 一日保育参観 ・・・・12121212 日日日日(木) ダンボの会 

11118888 日日日日(水) 収穫祭 ・・・・19191919 日日日日(木) お茶教室 ・・・・25252525 日日日日(水) お弁当持ち散歩 

26262626 日日日日(木) ダンボの会 ・・・・27272727 日日日日(金) 誕生会 ・・・・29292929 日日日日(日) 久手町文化祭 

鳥井保育園鳥井保育園鳥井保育園鳥井保育園《お問合せ》84-8233 

月~金の毎日 9:30~11:00保育園開放  要連絡 
＜今月の予定はありません。＞ 

大田保育園大田保育園大田保育園大田保育園《お問合せ》82-0887 

月~金の毎日 9:30~11:00保育園開放 
22227777 日日日日(金) 誕生会 

川合保育園川合保育園川合保育園川合保育園《お問合せ》82-7433 

毎週水曜日 9:00~11:00 保育園開放 要連絡 
18181818 日日日日(水)･25252525 日日日日(水) 散歩･外遊び    

★大田市子育て情報★★大田市子育て情報★★大田市子育て情報★★大田市子育て情報★    2012012012017777年年年年 10101010 月月月月    

相愛保育園相愛保育園相愛保育園相愛保育園《お問合せ》82-0187    
毎週金曜日(10/6、10/13、10/20)10:00~11:00園開放 要申込    

22227777 日日日日(金) すまいるくらぶ｢ミニミニ運動会」 

大田こばと保育園大田こばと保育園大田こばと保育園大田こばと保育園《お問合せ》82-6884 

毎週木曜日 9:00~11:30 開放 (連絡すればいつでも見学可)    
15151515 日日日日(日) 運動会 

いそたけ保育園いそたけ保育園いそたけ保育園いそたけ保育園・開放日・開放日・開放日・開放日《お問合せ》87-0689 

毎週火曜日 9:00~ 親子で自由に遊べます。    
3333 日日日日(火) ・・・・11110000 日日日日(火) ・・・・11117777 日日日日(火) ・・・・22224444 日日日日(火) ・・・・31313131 日日日日(火)   

みどり保育園みどり保育園みどり保育園みどり保育園・開放日・開放日・開放日・開放日《お問合せ》88-3324 

毎週木曜日 9:00~ リズム運動、散歩など自由に遊べます。    
5555 日日日日(木)    ・・・・11112222 日日日日(木)    ・・・・11119999 日日日日(木)    ・・・・22226666 日日日日(木) 

大田市子育て支援事業・ファミリーサポート事業 

発行：おおだ子どもセンター Tel/Fax (0854) 82-7466 

ファミリーサポートファミリーサポートファミリーサポートファミリーサポートをををを利用利用利用利用しませんかしませんかしませんかしませんか？？？？    

送り迎え、預かりなどの紹介をお手伝いします。 

市の事業ですので、保険が無料保険が無料保険が無料保険が無料で付いて安心です。 

ご利用には事前の会員登録をお願いします。 
 
子育て用品無料リサイクル子育て用品無料リサイクル子育て用品無料リサイクル子育て用品無料リサイクルもご利用下さい。 
いらなくなった子育て用品の提供も大歓迎です。 
 
お問い合わせは 

おおだ子どもセンター内 ファミリーサポートセンターファミリーサポートセンターファミリーサポートセンターファミリーサポートセンター 

                Tel (0854) 82Tel (0854) 82Tel (0854) 82Tel (0854) 82----7466746674667466 まで 

水上保育園水上保育園水上保育園水上保育園《お問合せ》89-0339 

相談随時・保育園開放随時 要連絡 
7777 日日日日(土) 園内運動会 ・・・・31313131 日日日日(火) 誕生会    

 

静間保育園静間保育園静間保育園静間保育園《お問合せ》84-8542 

毎週水曜 9:30~11:00保育園開放 要連絡 
11113333 日日日日(金) 誕生会    

 

大田子育て支援センター大田子育て支援センター大田子育て支援センター大田子育て支援センター《お問合せ》あゆみ保育園 82-1791 
8:00~17:00（イベントは 10:00~11:00）親子で自由に遊べます。予約不要  

2222 日日日日(月) 自由にあそぼう ・・・・3333 日日日日(火) 離乳食試食 ・・・・4444 日日日日(水) 身体測定･子育て相談 

・・・・5555 日日日日(木) 絵本読み聞かせ ・・・・6666 日日日日(金) 作って遊ぼう(牛乳パックでお散歩 bag)  

・・・・7777 日日日日(土) 自由にあそぼう    
10101010 日日日日(火) ふれあい遊び ・・・・11111111 日日日日(水) 身体測定･子育て相談 ・・・・11112222 日日日日(木) エプロンシアター  

・・・・11113333 日日日日(金) 作って遊ぼう(牛乳パックでお散歩 bag) 

11116666 日日日日(月) 自由にあそぼう ・・・・18181818 日日日日(水) 身体測定･子育て相談 ・・・・19191919 日日日日(木) パネルシアター 

・・・・22220000 日日日日(金) 作って遊ぼう(牛乳パックでお散歩 bag)  

・・・・21212121 日日日日(土) 自由にあそぼう 

22223333 日日日日(月) 自由にあそぼう ・・・・22224444 日日日日(火) なかよし会(運動会ごっこ)  

・・・・22225555 日日日日(水) 身体測定･子育て相談 ・・・・22226666 日日日日(木) 読書ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ読み聞かせ  

・・・・22227777 日日日日(金) 作って遊ぼう(牛乳パックでお散歩 bag) ・・・・28282828 日日日日(土) 自由にあそぼう 

30303030 日日日日(月) 自由にあそぼう ・・・・31313131 日日日日(火) 離乳食試食 

仁摩子育て支援センター仁摩子育て支援センター仁摩子育て支援センター仁摩子育て支援センター《お問合せ》仁摩保育所内 88-4933 
9:30~11:30        
4444 日日日日(水) 開放日 ・・・・5555 日日日日(木)開放日 ・・・・6666 日日日日(金) 身体測定    
11111111 日日日日(水) 開放日 ・・・・11112222 日日日日(木) 開放日 ・・・・11113333 日日日日(金) 開放日 

18181818 日日日日(水) 開放日 ・・・・19191919 日日日日(木) 開放日 ・・・・22220000 日日日日(金) 親子３B体操(10:00~) 

22225555 日日日日(水) 開放日 ・・・・22226666 日日日日(木) 開放日 ・・・・27272727 日日日日(金) 開放日    

おおだ子どもセンター(電話/Fax 82-7466)まで 
地域の子育て情報をお寄せください。 

日中も過ごしやすい季節に 
なりました。 
  
秋は楽しいことがいっぱい！ 
しっかり楽しみましょうね。 
  
そして夜はぐっすりと 
おやすみなさい。 

温泉津子育て支援センター温泉津子育て支援センター温泉津子育て支援センター温泉津子育て支援センター《お問合せ》温泉津保育所 0855-65-2075 
9:30~11:30 
4444 日日日日(水) 開放日 ・・・・7777 日日日日(土) 合同運動会(旧温泉津小学校)    
11111111 日日日日(水) お散歩遠足(お弁当) ・・・・11113333(金) 散歩に行こう    
18181818 日日日日(水) 開放日 ・・・・22220000 日日日日(金) 散歩に行こう 

22225555 日日日日(水) 身体測定 ・・・・22227777 日日日日(金) 散歩･給食試食会    

おおだ子どもセンター・ファミリーサポートセンターおおだ子どもセンター・ファミリーサポートセンターおおだ子どもセンター・ファミリーサポートセンターおおだ子どもセンター・ファミリーサポートセンター 

《お問合せ》おおだ子どもセンター 82-7466 
毎日 10:00~18:00 (土曜日は~16:00、日曜･祝日休)  

23232323 日日日日(月) 芋掘り 

 

サンチャイルド長久さわらび園サンチャイルド長久さわらび園サンチャイルド長久さわらび園サンチャイルド長久さわらび園《お問合せ》83-7171    

毎月第 2･3･4木曜日 10:00~11:00保育園開放 要連絡    
11112222 日日日日(木) 親子で運動遊び･おやつ試食 ・・・・11119999 日日日日(木) 誕生会 

22226666 日日日日(木) お散歩 

池田保育園池田保育園池田保育園池田保育園《お問合せ》83-2284 

月~金の毎日 9:30~11:00 保育園開放 要連絡 相談随時    
11111111 日日日日(水) 秋の遠足 ・・・・11118888 日日日日(水) 収穫祭･クッキング 

11119999 日日日日(木) 避難訓練 ・・・・27272727 日日日日(金) 誕生会    

志学保育園志学保育園志学保育園志学保育園《お問合せ》83-3681 

毎日 9:00~11:00保育園開放 親子で遊べます。要連絡    
11112222 日日日日(木)･22226666 日日日日(木) リトミック教室 

※ 予定は変更になることがあります。 
参加方法、予約の有無など 
あらかじめ電話等で確認の上 

お出かけください。    

10101010月のイベント月のイベント月のイベント月のイベント    
14141414 日日日日(土)･15151515 日日日日(日) さんべ祭さんべ祭さんべ祭さんべ祭 

【会場】三瓶山北の原周辺 ５施設 
(三瓶青少年交流の家、三瓶自然館サヒメル、

北の原ｷｬﾝﾌﾟ場、三瓶木工館、三瓶バーガー、

山村留学センター) 
さんべそば祭り (西の原)も共催 いろいろ盛

りだくさん！ 詳しくは web、チラシで 
 

11115555 日日日日(日) サヒメルきっずサンデーサヒメルきっずサンデーサヒメルきっずサンデーサヒメルきっずサンデー 
【会場】三瓶自然館サヒメル 86-0500 

 入館料 幼児無料 こっころ大人 2割引 
 

15151515 日日日日(日) 代官いもとコスモスまつり代官いもとコスモスまつり代官いもとコスモスまつり代官いもとコスモスまつり 
【会場】川合町忍原 旧坂根邸周辺 

10:30～11:30 参加費 200円 


