
遊びにきませんか？ 

保育所・幼稚園・認定こども園 

平成29年度 子育て支援地域開放事業 

宗像市内の保育所・幼稚園・認定こども園では、園の特色を生かし、 
 

未就園児のお子さんや保護者の方が参加できる催しを行っています。 
 

友だちづくりや集団遊びを体験する場として、ぜひご利用ください。 

保 育 所 
赤間 / 恵愛 / 西海 / 日の里東 / 日の里西 / 野ばら / 野ばら第二   
 

第二赤間 / 平等寺 / 玄海風の子 / ひかり / かとう / みつぼし 

東郷信愛 / 東海大学付属自由ケ丘 / いちごの丘 

浄徳寺 / 赤間くるみ / 博多のびっこ / 日の里 / 玄海ゆりの樹 
 

玄海ゆりの樹 地島分園 / 福岡教育大学附属 
幼 稚 園 

認定こども園 

注）日程や内容は変更する場合があります。 

注）申込や参加費などの詳細は、各園にお問合せください。 

ー  も く じ  ー 

●宗像市役所 子ども育成課 

発 行 元 

〒811-3492 宗像市東郷一丁目１番１号 
Tel.0940-36-1214 / Fax.0940-37-3046 
発  行  日   平 成 ２ ９ 年 ４ 月 １ 日  
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平成29年度 子育て支援地域開放事業 
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保 育 所 

赤間保育園 
（赤間４丁目） 
℡３２－６２４６ 

ママとキッズの 
なかよしクラブ 

＜対象＞ 
近くに遊び場がない、たくさんの友だち
と遊ばせたいと思っているみなさん 
＜内容＞ 
親子遊びや保育園体験など 

  ９／ ７（木） おまつりごっこ 注）会場：赤間コミュニティーセンター 

 １０／ ６（金） クラス参観 
  ３／１４（水） スプリングコンサート 
 
 ＊各日１０：００～１１：００（受付９：４５） 
 ＊要事前予約 
 ＊園舎立替工事に伴い、会場が変更になる場合あり。 
  予約時に園にお問合せください 
 ＊開始前に園児より歌のプレゼントあり 

育児講座 

＜対象＞ 
地域の方々 
＜内容＞ 
お子様の成長と発達、遊びや友だち関係、
親子関係など、子育ての基本的なことを
学ぶ講座です。また講座後、講師の先生
が、子育ての中で出会うさまざまな疑問
や悩みにお答えします 

  ５／２９（月） 北野 幸子先生（内容未定） 
 
 ＊１０：００～１１：３０（受付９：４５） 
 ＊要事前予約（託児あり） 
 ＊開始前に園児より歌のプレゼントあり 

恵愛保育園 
（三郎丸１丁目） 
℡３２－３２６５ 

しいのみっこ 
クラブ 

＜対象＞ 
０歳～就学前の乳幼児とその保護者 
＜内容＞ 
こいのぼり作り、外遊び、小麦粉粘土、
水遊び、ミニミニ運動会、おもちゃ作り、
クリスマス会、豆まき、おひなさま作り、
クッキングなど 

  ４／１９（水）  ５／２４（水） 
  ６／２１（水）  ７／２６（水） 
  ８／２３（水） １０／ ４（水） 
 １１／ ８（水） １２／１３（水） 
  １／２４（水）  ２／１４（水）   ３／１（木） 
 
 ＊各日１０：００～１１：３０ 
 ＊内容や日程が変更になる場合あり。園にお問合せください 

西海保育園 
（東郷４丁目） 
℡３６－８４３０ 

さいかい 
にこにこキッズ 

＜対象＞ 
０歳～就学前の乳幼児とその保護者 
＜内容＞ 
家庭では体験できないダイナミックな遊
びや、いろいろな道具を使った制作など
を親子で楽しみます。 
また、参加した保護者同士のコミュニ
ケーションを大切にし、保護者同士の仲
間づくりにもつなげます。 
お父さんの参加も大歓迎です＝ 

  ４／２２（土） はじめまして・こんにちは 
  ６／２４（土） 七夕 笹飾り 
  ７／２２（土） キッズプール 
  ７／２９（土） 夏まつり（１７：００～） 
 １０／ ７（土） 運動会 
 １０／１４（土） 芋ほり（予約制） 
 １１／１１（土） 干支人形作り（１３：００～） 
  １／２７（土） 節分 お面作り 
  ２／２４（土） おひなさま作り 
 
 ＊各日９：３０～１１：００ 
 ＊天候などにより変更の場合あり。園にお問合せください 

日の里東保育園 
（日の里５丁目） 
℡３６－５８０３ 

コロちゃん 
クラブ 

＜対象＞ 
０歳～就学前の乳幼児とその保護者 
＜内容＞ 
手作り玩具、季節に応じた遊び、親子ふ
れあい遊び、育児相談など 

  ４／２７（木） こいのぼり制作 
  ５  月  未  定  （音楽会予定） 
  ６／２２（木） さくらんぼリズム 
  ７／２０（木） プール遊び 
  ８／ ３（木） プール遊び 
  ９／２１（木） ミニミニ運動会 
 １０／ ２（月） 観劇会 
 １１／１６（木） 保育参加 
 １２／ １（金） クリスマス制作 
  １／３０（火） 新聞紙遊び 
  ２／１５（木） おひなさま作り 
  ３／２７（火） みんなで散歩＆給食体験 
      注）３／２７のみ要事前予約。定員８組 

 
 ＊各日１０：００～１１：３０ 

日の里西保育園 
（日の里９丁目） 
℡３７－２０７８ 

ひのにし 
クラブ 

＜対象＞ 
・未就園児とその保護者 
・地域の方々 
＜内容＞ 
親子ヨガ教室、親子水遊び、園庭開放 
 
＊予約不要 

 ▽親子ヨガ教室 
 ＊毎月第１金曜日１３：３０～１５：００ 
 
 ▽親子水遊び（７月・８月） 
 ＊日時未定。園にお問合せください 
 
 ▽園庭開放 
 ＊随時開催。園にお問合せください 

園 名 名 前 内 容 日 程 



野ばら保育園 
（久原） 

℡３６－０８４９ 
 
 

野ばら第二保育園 
（朝町） 

℡３２－２３９０ 

すくすく 
野ばら会 

＜対象＞ 
０歳～就学前の乳幼児とその保護者 
＜内容＞ 
みんなと一緒に遊びましょう 
 
１  親子ふれあい遊び（わらべうた、 
   わらべうたベビーマッサージ、リズ  
   ム遊び）や、簡単で楽しい製作 
２  園児によるわらべうた紹介や交流 
３  園内の玩具・遊具で楽しく、オープ 
   ンテラスや戸外でのびのび遊びま 
   しょう 
４  乳児コーナーでは、専任保育士が一 
   緒に遊んで助言をします 
５  育児講演会や人形劇など 
 
＊予約不要 
＊料金無料 

 ▽野ばら保育園 
 （園開放日）奇数月の第２木曜日を基本に、年５回 
  ５／１１（木） 
  ７／１３（木） 水あそび・プールあそび 
 １０／１２（木） ミニ運動会ごっこ 
 １１／ ９（木） 
  １／１１（木） どんど焼き 
 
 ＊各日１０：００～１１：３０（受付９：３０） 

 ▽野ばら第二保育園 
 （園開放日）偶数月の第２木曜日を基本に、年５回 
  ４／２０（木） 
  ６／ ８（木） 
  ９／１４（木） 
 １２／ ７（木） お楽しみクリスマス会 
  ２／ １（木） 
 
 ＊各日１０：００～１１：３０（受付９：３０） 
 ＊親子や地域の方と一緒に遊んだり、お子様が遊んでいる様子を見 
  守ったり、子育ての情報交換などをしたりして過ごしてください 

体験保育 

＜対象＞ 
０歳～就学前の乳幼児とその保護者 
＜内容＞ 
各年齢のクラスに入って、親子で保育体
験をします 
 
１  遊びや生活を園児と共に体験 
     おへや遊び、わらべうた、運動遊び、 
   リズム運動、マット、鉄棒、戸外遊 
     びなど 
２  給食体験 
     園児と一緒に給食を食べます。保護   
   者の方も給食を試食できます 
３  発達に合った遊びと環境作りを見る 
４  基本的生活習慣の身につけ方 
５  育児相談 
 
＊要事前予約（各回５名まで） 
＊料金無料 

 ▽野ばら保育園 
  ５／２５（木）  ６／２２（木） 
  ９／１４（木） １０／２６（木） 
 １１／１６（木）  １／２５（木） 
 
 ＊各日１０：００～１２：００ 

 ▽野ばら第二保育園 
  ５／１８（木）  ６／１５（木） 
  ９／ ７（木） １０／１９（木） 
 １１／１６（木）  １／１８（木） 
 
 ＊各日１０：００～１２：００ 

第二赤間保育園 
（広陵台１丁目） 
℡３４－１２０２ 

マザーリング 
クラブ 

＜対象＞ 
・マタニティーの方 
・今から育児を始められる方 
・赤ちゃんを育児中のお母さんと、その 
 家族 
＜内容＞ 
赤ちゃんを迎えるための準備や、家族と
一緒に食事を囲む準備のための離乳食、
すこやか健康測定、育児相談など 

  ５／１７（水）  ６／２８（水） 
  ８／２４（木） １０／１７（火） 
 １１／７（火） 
 
 ＊各日１０：３０～１２：００ 
 ＊各回定員５名 
 ＊要事前予約（前日まで受付） 

あそびにおいでよ 
ほいくえん 

＜対象＞ 
・０歳～就学前の乳幼児とその保護者 
・地域の方々 
＜内容＞ 
うた ＆ 触れ合い遊び ほか 
保育士：木下 豊彰 
テーマ：キッキーと遊ぼう 

  ６／ ６（火）  ７／１１（火） 
  ８／１０（木）  ９／ １（金） 
 １０／ ３（火） １０／２４（火） 
 １１／１３（月） １１／２１（火） 
  
 ＊各日１０：００～１１：００ 
 ＊各回定員２０名 
 ＊要事前予約（前日まで受付） 

Grove Cafe 
Cooking 

＜対象＞ 
・就学前の乳幼児とその保護者 
・地域の方々 
＜内容＞ 
保育園で提供しているおやつを、栄養士
と一緒にクッキングしましょう 
 
＜費用＞ 
大人１名  １５０円 
小人１名  １００円 

 実施日（＊ ＋内は受付開始日 ＊受付開始時間１５：００） 
  ５／２４（水） ＊  ５／１７（水） ＋ 
  ５／２５（木） ＊  ５／１７（水） ＋（＊注） 
 １０／１２（木） ＊ １０／ ５（木 ）＋ 
 １１／２０（月） ＊ １１／１３（月） ＋ 
 １１／２８（火） ＊ １１／２１（火） ＋ 
 
 ＊各日１３：３０～１５：００ 
 ＊各回定員５組 
 ＊要事前予約 
 ＊注）５／２５（木）は、乳・卵・小麦の完全除去食のおやつを 
  栄養士と一緒にクッキングします 

平成29年度 子育て支援地域開放事業 

園 名 名 前 内 容 日 程 
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平成29年度 子育て支援地域開放事業 

園 名 名 前 内 容 日 程 

平等寺保育園 
（平等寺） 

℡３３－２５５４ 

子育て支援 
地域開放事業 

＜対象＞ 
０歳～就学前の乳幼児とその保護者 

  ４／１４（金） こいのぼり製作 
  ５／２６（金） 戸外遊び 
  ６／２３（金） 保育参加（カリキュラム・製作） 
  ７／２８（金） プール遊び 
  ８／ ４（金） プール遊び 
  ９／２９（金） 戸外遊び 
 １０／ ６（金） ハロウィン製作 
 １１／１０（金） 小麦粉粘土遊び 
 １２／ １（金） クリスマス製作 
  １／１２（金） 節分製作 
  ２／２３（金） フォトフレーム作り 
  ３／ ２（金） ひな人形作りとひな祭り会参加 
 
 ＊各日１０：００～１１：００予定 
 ＊要事前予約（２日前まで）＊担当：加藤＋ 

玄海風の子保育園 
（江口） 

℡６２－９０８８ 

子育て支援 
ぽかぽかくらぶ 

＜対象＞ 
２歳～就学前の幼児とその保護者 
＜内容＞ 
ヨガ・リフレッシュ講座 
＊各自、バスタオル１枚を持参 

  ６／２２（木）   ２／１５（木） 
 
 ＊各日１０：００～１１：３０ 

＜対象＞ 
２歳～就学前の幼児とその保護者 
＜内容＞ 
行事参加、園庭開放、クッキング 

  ５／ ９（火）  ７ 月 未 定 
  ８／１９（土）  ９／１４（木） 
 １０／２４（火） １１／２３（祝） 
 １２／ ９（土）  １／１１（木） 
 
 ＊各日１０：００～１１：３０ 
 ＊参加される方は、事前に園に日程をお問合せください 

赤ちゃんクラブ 

＜対象＞ 
０歳～１歳の乳幼児とその保護者 
＜内容＞ 
親子あそび、手づくり遊具づくり、 
離乳食の試食（年２回）、育児相談 

  ５／１１（木）  ６／１５（木） 
  ７／１３（木）  ９／２８（木） 
 １０／１２（木） １１／２３（祝） 
 １２／ ７（木）  １／１１（木） 
  ２／２０（火） 
 
 ＊各日１０：００～１１：３０ 
 ＊参加される方は、事前に園に日程をお問合せください 

ひかり幼育園 
（陵厳寺２丁目） 
℡３３－５３０１ 

子育て支援 
地域開放事業 

＜対象＞ 
０歳～就学前の乳幼児とその保護者 
＜内容＞ 
行事体験、園庭開放 

  ９／ ２（土） ひかりまつり 
 １０／ ７（土） 運動会 
 ＊天候などにより変更あり。各行事の前に園にお問合せください 

かとう保育園 
（城西ヶ丘６丁目） 
℡３５－６６５５ 

子育て支援 
コアラ 

＜対象＞ 
未就園児とその保護者 
＜内容＞ 
保育園見学、親子あそび、季節のあそび 
製作 
 
＊育児相談にも応じます 

  ７／ ４（火） 七夕かざりをつくりましょう 
  ８／１０（木） 水あそび 
 １０／ ６（金） うんどうあそび 
 
 ＊各日９：３０～１１：００ 
 ＊各回定員１０組 
 ＊要事前予約 

みつぼし幼保園 
（徳重） 

℡４８－９０２２ 
きらきらクラブ 

＜対象＞ 
未就園児とその保護者 
＜内容＞ 
折り紙遊び、粘土遊び、プール遊び、工
作遊び、おもちゃ作りなど 

  ５／２５（木）  ６／２２（木） 
  ７／２７（木）  ８／２４（木） 
  ９／２１（木） １０／２６（木） 
 １１／１６（木） １２／２１（木） 
  １／２５（木）  ２／２２（木） 
 
 ＊時間は園にお問合せください 
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風の子まつり、もち
つき、どんど焼き 
などの園の行事参加 

畑の体験、手作りお
やつづくり、散歩、
夏の泥遊び 



平成29年度 子育て支援地域開放事業 

幼 稚 園 

浄徳寺幼稚園 
（光岡） 

℡３６－２５３４ 

先生と遊ぼう 

＜対象＞ 
２～３歳の未就園児とその保護者 
＜内容＞ 
先生と歌ったり、工作をしたり、体を動
かしたりして遊びます 

  ５／１３（土）  ７／１（土） 
  ８／３０（水） 
 
 ＊各日１０：００～１１：３０ 
 ＊変更になる場合がありますので、詳細は園にお問合せください 

ぴょんちゃん 
クラブ 

（親子教室） 

＜対象＞ 
平成２９年度に３歳になる未就園児とそ
の保護者 
＜内容＞ 
親子体操、リズム遊び、ゲーム遊び、製
作活動、プール遊び、生活の自立 
 
＊後半から母子分離あり 
＊要事前受付（３月２４日より受付開始。 
 定員になり次第、受付を終了します） 

 ▽（火）クラス８名 
 ▽（木）クラス８名 
 ▽（金）クラス８名 
 
 ＊各クラス年間３０回 
 ＊各日１０：３０～１２：００ 
 ＊詳細は園にお問合せください 

赤間くるみ幼稚園 
（冨地原） 

℡３３－３５０１ 

赤間くるみっこ 
クラブ 

＜対象＞ 
・在園児の保護者 
・未就園児とその保護者 
・地域の方々 
＜内容＞ 
情報交換、未就園児は体験保育 
 
＊詳細は園にお問合せください 

 ▽ ５／３０（火） 
  「食育」給食試食会（講師：北九州大学教授 森田 洋先生） 
  ＊１０：００～１２：００ 
 
 ▽ ６／２０（火）予定 注）期日の変更の場合あり 

  「講和（未定）」（講師：福岡教育大学名誉教授 横山 正幸先生） 
  ＊１０：００～１２：００ 
 
 ▽ ７／１９（水） 
  「おもちゃづくり」（講師：活水女子大学教授 前田 志津子先生） 
  ＊１０：３０～１２：００（受付１０：００） 
 
 ▽ ８／２２（火） 
  「親子で音楽遊び」（ヤマハ音楽教室（誠音堂）） 
  ＊１０：３０～１２：００（受付１０：００） 
 
 ▽ ９／２６（火） 
  「陶芸教室 マイ陶器づくり」（講師：田中先生（津屋崎窯）） 
  ＊１０：３０～１２：００（受付１０：００） 
 
 ▽１０／１９（木） 
  「親子で運動遊び」（講師：武田先生（体操教室指導員）） 
  ＊１０：３０～１２：００（受付１０：００） 
 
 ▽１１／ ９（木） 注）会場；グローバルアリーナ 

  「健康・リフレッシュ『ヨガと食事』」 
  ＊場所：グローバルアリーナ 
  ＊１０：００～１２：００ 
 
 ▽１２／ ５（火） 
  「環境を考える」（講師：ゴミ問題を考える住民の連絡会宗像） 
  ＊１０：３０～１２：００（受付１０：００） 
 
 ▽ １／３０（火） 
  「おもちゃづくり」（講師：元三才児教育学会 古賀 毅敏先生） 
  ＊１０：３０～１２：００（受付１０：００） 
 
 ▽ ２／２７（火） 
  「講話（未定）」（講師：福岡教育大学教授 井上 豊久先生） 
  ＊１０：３０～１２：００（受付１０：００） 

博多のびっこ幼稚園 
（日の里７丁目） 
℡３６－７４７３ 

のびっこランド 

＜対象＞ 
１歳～４歳の未就園児とその保護者 
＜内容＞ 
親子で制作やふれあい遊び、ダンスなど
をして遊びます。親子で楽しく遊んで、
お友達をたくさん作りませんか＜ 
 
＊参加費無料 
＊送迎バスあり 

 ▽月に１回、都合のよい日に参加ください 
  ５／１９（金）  ５／２６（金） 
  ６／２３（金）  ６／３０（金） 
  ７／１４（金）  ７／２１（金） 
  ８／３１（木） 
 １０／１３（金） １０／２０（金） 
 １１／１０（金） 
 １２／１５（金） 
  １／１２（金） 
  ３／ ２（金） 
 
 ＊変更になる場合がありますので、詳細は園にお問合せください 
 ＊園のホームページにも掲載しています 

園 名 名 前 内 容 日 程 
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園 名 名 前 内 容 日 程 

日の里幼稚園 
（日の里２丁目） 
℡３６－００５６ 

ワンパクキッズ 
大集合 

＜対象＞ 
２～４歳の未就園児 
＜内容＞ 
先生やお友だちと一緒に、歌ったり、
踊ったり、運動したりしてあそびます 
保護者も軽装でご参加ください 
 
＊参加自由。無料 
＊園の見学は、いつでも出来ます 
（要事前予約） 

  ５／３０（火） 在園児とあそぼう 
  ６／２４（土） お話会、制作、親子で遊ぼう 
  ７／２１（金） 夏祭り 
  ９／２３（祝） 運動会（旗取り参加 １１：００） 
  注）場所：東郷小学校 雨天時は９／２４（日） 

  ９／２７（水） 幼稚園見学会（９：４５～１１：００）  
 １０／１３（金） お月見会 
 １２／１３（水） クリスマス会 
 
 ＊各日１０：３０～１１：３０（受付１０：１０） 

玄海ゆりの樹幼稚園 
（上八） 

℡６２－３８３６ 

キラキラ親子 
クラブ 

 
 
 
 
 
 

＜対象＞ 
１～３歳の未就園児とその保護者 
＜内容＞ 
歌やダンス、体操やゲーム、制作、季節
のあそびや野菜の収穫など 
 
＊詳細は決まり次第、園のホームページ  
 などでお知らせします 

  ６／１０（土）  ９：３０～ 
  ８／１９（土）  ９：３０～ 
  ２／２６（月） １３：３０～ 
 
 ＊各日約２時間 
 ＊参加希望の方は、事前に園にお問合せください 
 ＊詳細は園のホームページにも掲載しています 

玄海ゆりの樹幼稚園 
地島分園 
（地島） 

℡６２－１２３１ 

もじゃこ 
ルーム 

＜対象＞ 
島内の未就園児とその保護者 
＜内容＞ 
園児や保護者同士の交流 

 ▽各学期１～２回（開催日未定） 
 
 ＊各日１０：００～１１：３０ 

福岡教育大学 
附属幼稚園 

（赤間文教町） 
℡３５－１２６２ 

さくらんぼ 
クラブ 

正門からのなだらかな桜道を登ると、広い園庭には大き
なクスの木があります。砂場やブランコなどで楽しくあ
そびます。室内では、季節の楽しい手あそびや、つくる
あそび、絵本読みなどを楽しむことができます 

 
＜対象＞ 
未就園児とその保護者 
＜内容＞ 
未就園児と保護者の方に幼稚園を開放 

  ５／１０（水） 楽しい活動と園庭開放（１４：１５～１５：３０） 

  ６／ ８（木） 園庭開放（１０：００～１１：００） 

  ７／２１（金） 園庭開放・楽しい水遊び（９：３０～１０：３０） 

  ９／ １（金） 楽しい活動と園庭開放（１４：１５～１５：３０） 

 １０／２０（金） 園庭開放（１０：００～１１：００） 

 １２／ １（金） 楽しい活動と園庭開放（１４：１５～１５：３０） 

  ２／ ２（金） 楽しい活動と園庭開放（１４：１５～１５：３０） 

認 定 こ ど も 園 

認定こども園 
東郷信愛幼稚園 
（田熊５丁目） 
℡３６－１１３７ 

たんぽぽ組 
（未就園児親子 

クラス） 

＜対象＞ 
２～４歳の未就園児とその保護者 
＜内容＞ 
・歌・手遊び、楽器遊び、リズム遊び、 
 おもちゃ作り、プール遊び、クッキー 
 作り、陶芸、簡単クッキングなど 
・月１回程度、お弁当の日あり 
 
＊お弁当持参、パンでも可 

 ▽全１５回の予定（火曜日コースのみ） 
 
 ＊各日１０：００～１１：３０ 
 ＊お弁当がある日は１３：００まで 
 ＊要事前申込（２月中旬頃～受付開始） 
 ＊定員になり次第、受付を終了します 

園庭開放日 

＜対象＞ 
未就園児とその保護者 
＜内容＞ 
幼稚園の運動場や砂場、ホールなどで 
遊んだり、見学したりできます 
 
＊料金無料 

  ５／１８（木）   ６／２７（火） 
  ７／１２（水）   ８／ １（火） 
  ９／ ４（月）  １０／２４（火） 
  
 ＊事前予約不要 
 ＊当日受付時、傷害保険加入希望の方は５０円／人の負担あり 
 ＊変更になる場合がありますので、詳細は園にお問合せください 

認定こども園 
東海大学付属 
自由ケ丘幼稚園 
（田久１丁目） 
℡３２－１１１９ 

にこにこパンダ 

＜対象＞ 
２～４歳の未就園児とその保護者 
＜内容＞ 
・親子で手遊び、ダンス、運動遊び 
・園バスに乗っての園外保育や、保育・ 
 給食体験、在園児との交流など 

 ▽毎月第１、２、３週の曜日別クラス（火、水、木）で、月３回 
 
 ＊変更の場合あり 
 ＊各日１０：００～１１：３０ 
 ＊場所は新館２号館 ２階ホール（子育て支援室） 

いちごの丘こども園 
（田久２丁目） 
℡３２－８５６０ 

いちご倶楽部 

＜対象＞ 
０歳～就学前の乳幼児とその保護者 
＜内容＞ 
おひさま広場で先生やお友達と遊ぼう＝ 
その他運動会参加や生活発表会見学など 

  ５／２０（土） おひさま広場 
  ８／ ５（土） おひさま広場 
 １０／１４（土） 運動会参加 
 １２／１６（土） 生活発表会見学 
  ３／１７（土） おひさま広場 
 
 ＊各日１０：００～１１：００（時間変更の場合有） 
 ＊要事前予約 
 ＊各日１５組の定員になり次第、受付を終了します 
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＊パンフレットを用意
しています。キラキラ
親子クラブのほかにミ
セスカレッジ（母親講
座やコンサート)、エル
ちゃんクラブ（親子あ
そびや遠足）などを
行っています 


