
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 

6666 日日日日(水) 乳幼児相談 (9:30~) 

7777 日日日日(木) 3歳児健診 H27年 12月生 13:15~) 

12121212 日日日日(火) 離乳食教室 (9~18ヶ月対象 13:00~) 

11114444 日日日日(木)１歳 6か月健診 (H29年 8月生 13:15~) 

18181818 日日日日(月) 乳児健診 (H30年 11月生 13:15~)     

 

 

 

 

 

 

3333月のイベント月のイベント月のイベント月のイベント    
17171717 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 

館内の企画は入館料が必要 幼児は無料 

 

22221111 日日日日(木･祝)･22222222 日日日日(金) 春の彼岸市春の彼岸市春の彼岸市春の彼岸市    
【問合せ】大田商工会議所 82-0765 

 

26262626 日日日日(火) 三瓶山西の原火入れ三瓶山西の原火入れ三瓶山西の原火入れ三瓶山西の原火入れ    
【問合せ】大田市農林水産課 83-8086 

雨天順延 27日(水)～28日(木) 

 

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･3/25～は~16:00、日祝休)  
＜いつでも遊びに来てください。＞ 

 
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 相談随時 要連絡     

1111 日日日日(金) ひなまつり会･誕生会 ・・・・11114444 日日日日(木) お別れ会･クッキング 

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  

1111 日日日日(金) ひなまつり会･誕生会 ・・・・5555 日日日日(火) 交通安全教室  

6666 日日日日(水) 避難訓練会 ・・・・8888 日日日日(金) 思い出遠足 ・・・・11114444 日日日日(木) ダンボの会  

22223333 日日日日(土) 卒園式 ・・・・28282828 日日日日(木) ダンボの会 

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 

 

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 

1111 日日日日(金) ひなまつり会 

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 

1111 日日日日(金) ひなまつり会･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 

1111 日日日日(金) ひなまつり会 

★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★    2012012012019999年年年年 3333 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 10:00~12:30園開放 要予約 

＜行事はありません。＞ 
☆開放日に給食試食ができます。(要予約、大人 250円、子ども 200円) 

こばと保育園こばと保育園こばと保育園こばと保育園《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)    
1111 日日日日(金) ひなまつり会 ・・・・2222 日日日日(土) 親子クッキング 

11113333 日日日日(水) お茶会 ・・・・15151515 日日日日(金) おはなし会 ・・・・23232323 日日日日(土) 卒園式 

27272727 日日日日(水) お別れ遠足 

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。    
5555 日日日日(火) ・・・・11112222 日日日日(火) ・・・・19191919 日日日日(火) ・・・・22226666 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。    
7777 日日日日(木)    ・・・・11114444 日日日日(木)    ・・・・28282828 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 

               お持ちのスマートフォンなどに 

アプリを入れるだけで 

子育て情報が届きます。 

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？？？？「「「「子育子育子育子育てアプリてアプリてアプリてアプリ    おおだっこおおだっこおおだっこおおだっこ 」」」」    

お問い合わせは 

大田市子育て支援課 83-8107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 

5555 日日日日(火) ひなまつり会 

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 

月~金の毎日 9:30~11:00保育園開放 要連絡 

1111 日日日日(金) ひなまつり会 

長かった冬の寒さも 

ひと段落して 

春の足音がして来ました。 
 
日差しも少し春めいて 

梅の花がたくさん。 

あたたかい春はもうすぐです。 
 
お外でいっぱい遊べるように 

元気にすごしましょうね。 

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    
1111 日日日日(金) ひなまつり会･お誕生会 ・・・・14141414 日日日日(木) リズム遊びをしよう  

22228888 日日日日(木) 園庭で遊ぼう 

22229999 ( ) 0     

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    
1111 日日日日(金) ひなまつり会･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    

11114444 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。    

おはなし会おはなし会おはなし会おはなし会 

2222 日日日日(土) 10:30  0~4歳のおはなし会 (中央図書館)        

9999 日日日日(土) 10:15 おはなし会｢しってたのしいかがくえほん｣ (仁摩図書館)        

9999 日日日日(土) 14:00 おはなし会｢どうぶつ あつまれ！｣ (中央図書館)        

16161616 日日日日(土) 10:00 おはなし会｢おはながたくさん！｣ (温泉津図書館)      

16161616 日日日日(土) 14:00 ストーリーテリング (中央図書館) 

23232323 日日日日(土) 14:00 おはなし会｢はないっぱいになあれ！｣ (中央図書館) 

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》認定こども園 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    

1111 日日日日(金) 離乳食試食会(要予約) ☆午後休園  

4444 日日日日(月) リズム運動 ・・・・5555 日日日日(火) 作って遊ぼう ・・・・6666 日日日日(水) 身体測定･子育て相談  

・・・・7777 日日日日(木) 読み聞かせ ・・・・8888 日日日日(金) なかよし会(10:00～、要予約)    ・・・・9999 日日日日(土) 自由に遊ぼう 

11111111 日日日日(月) リズム運動 ・・・・12121212 日日日日(火) 作って遊ぼう ・・・・13131313 日日日日(水) 身体測定･子育て相談  

・・・・14141414 日日日日(木) お話の部屋･読書ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ(10:30～)  

・・・・15151515 日日日日(金) なかよし会(10:00～、要予約) ☆午後休園    ・・・・16161616 日日日日(土) 自由に遊ぼう 

11118888 日日日日(月)リズム運動 ・・・・19191919 日日日日(火) 作って遊ぼう ・・・・22220000 日日日日(水) 身体測定･子育て相談  

・・・・22222222 日日日日(金) 離乳食試食会(要予約 ) ☆午後休園 
 

        ☆3/2(土)、3/23(土)～4/8(月)はお休みします。4/9(火)から再開します。 

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》仁摩保育園 88-4933 

9:30~11:30        

1111 日日日日(金) ひな祭り会(10:00～)    

6666 日日日日(水) 開放日 ・・・・7777 日日日日(木) 開放日 ・・・・8888 日日日日(金) 身体測定    

11113333 日日日日(水)給食試食会(要予約) ・・・・11114444 日日日日(木) 開放日 ・・・・11115555 日日日日(金) 開放日    

22220000 日日日日(水) 開放日 ・・・・22222222 日日日日(金) 開放日 
 

  ☆ひな祭り会は、保育園行事に参加します。4/10(水)から再開します。 

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 

1111 日日日日(金) ひなまつり会 
6666 日日日日(水) 開放日 ・・・・8888 日日日日(金) 友達と遊ぼう    

11113333 日日日日(水) 身体測定 ・・・・15151515 日日日日(金) 散歩に行こう    


