
４月の予定

総合福祉センター2Ｆ

萩 っ 子 つどいの広場通信
●問合せ　子育て支援課　☎23-2129

２月の活動
�フリーマーケット
　例年と違う場所で開催。心配をよそ
にたくさんの親子が来てくれました。手
作り品は布の組み合わせがどれもかわ
いらしく、「これで、入園の準備OK！」
とママたちは大満足。子どもたちもキッ
ズスペースで楽しく過ごしました。

子育てカレンダー

3日 （日） つ　休館日（5/6（水）まで）

4日 （月）

5日 （火） 市報5月号発行日

6日 （水）

５月

白抜きは会場　
総 総合福祉センター　詳しくは11ページ「すこやか」
つ 萩っ子つどいの広場（総合福祉センター2F）
図 図書館　詳しくは15ページ「図書館だより」

４月
5日 （日） 市報4月号発行日

9日 （木） 総　健康相談（8：45～11：00）

25日（土） 図　ファミリータイム（14：00～16：00）

27日（月） 総　健康・歯科相談（8：45～11：00）

赤ちゃんふれあい体験事業に協力していただける
ママと赤ちゃんを募集しています

　高萩市内中学校と共催で「赤ちゃんふれあい体験事業」を
実施します。
　「赤ちゃんふれあい体験」は、中学生がママとお話ししな
がら、実際に赤ちゃんを抱っこするなどして触れ合い、命
の大切さや自分の身体・心の成長について考えるためのも
のです。ママには、初めて赤ちゃんを抱いた時の気持ちや
子育ての楽しさ、大変さなどについてお話ししていただき
たいです♪ご協力をお願いします。

日　　程 時　間 場　所 募集組数
５月27日（水） 午後1時～

4時の間の
約１時間程度

松岡中学校 8組
５月29日（金） 高萩中学校 10組
６月16日（火） 秋山中学校 8組

○ご協力いただいた親子には1回1,000円をお支払いします。
★募集対象　1歳未満の赤ちゃんとママ
★申込方法　健康づくり課（高萩市総合福祉センター内）へ
　　　　　　電話もしくは窓口でお申し込みください。
★問合せ先　健康づくり課　健康増進グループ　☎24-2121
※安全を第一に実施いたします。状況により中止させていただ

く場合もございます。あらかじめご了承ください。
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令和元年度
高萩市ジュニアスキー教室

　2月9日・16日の2日間、福島県の猪苗代リゾートスキー
場でジュニアスキー教室が行われ、小学校4年生から6年生
の児童52名が参加しました。

　初めてスキーを体験
するという子どもたちも
多くいましたが、市体育
協会スキー部の先生の
指導により、教室の終盤
には滑ることができる
ように！楽しい一日を過
ごすことができました。
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※状況により中止させていただく場合もございますので、あらかじめ
ご了承ください。

　中止となった場合、市HPまたは、はぎハピHPでお知らせします。

新型コロナウイルス感染症に配慮して
萩っ子つどいの広場は

４月30日まで、休館します。
ご不便をおかけしますが、

ご理解のほどよろしくお願いします。

※上記は状況により変更になる
場合があります。
詳しくは、子育て支援課へ
お問い合わせください。
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子育て
インフォメーション

高萩市地域子育て支援センターのご案内
◆子育て中の親子が気軽に集い、相互交流や子育ての不安・悩みを相談できる場です。
◆未就学児のお子さんと保護者が対象です。お気軽にお問い合わせください!!
施設の名称・住所・問合せ 開催日 時間 利用料金 持ち物 PRポイント

萩っ子つどいの広場（春日町3-10）
　☎22-0080（内線678）
市役所子育て支援課
　☎23-2129

月曜日～日曜日
（祝・祭日、12/29

～1/3は休館）
9時～16時 無料

飲み物
（水かお茶）
子どもの

名札

総合福祉センター２階にある「萩っ子つどいの広場」は、子育て中の
親子等が気軽に集い、楽しく遊び、情報交換できる広場です。
毎週木曜日のイベントデーでは、おはなし会やエプロンシアター、読
み聞かせなどのほか、ママのためのイベント等も開催しています。

「やんちゃーるーむ」
高萩保育所（本町3-118）
　☎22-2429

月1回開催
（事前に電話で登録） 10時～11時 無料

飲み物
着替え
おむつ

同年齢の子どもたちと交流したり、ゲストを招いた催し物に参加し
たりして楽しく過ごせます。また、子育ての相談等も行っております
のでお気軽に遊びに来てください。

ＫｉＦＴ
（肥前町1-80）

同仁会地域
子育て支援
センター
☎20-5559

木曜日 9時30分～
12時30分 1回 300円 特になし

大切にしたいのは、ママたちの安心とリラックス。親子でゆっくり、
ゆったりと過ごしていただけます。初めての人も予約はいりません
ので、直接いらしてください。

ちびっこ広場
（高浜町2-35） 火曜日 9時30分～

11時30分 1回 300円 特になし
月ごとの設定あそびをしています。遊びを楽しみたい、保育園をのぞ
いてみたい人におすすめです。初めての人も予約はいりませんので、
直接いらしてください。

ＭａＦＴ
（有明町1-144）

8月を除く偶数月
の第3金曜日 10時～12時 1回 300円 特になし

妊婦さんのためのおしゃべり広場です。ヘルシーな手作りおやつを
召し上がっていただきながら生まれてくる赤ちゃんのために手作り
のおもちゃを作ったりしています。予約制になりますので、お問い合
わせください。

「ともランド」
聖徳保育園（安良川271-9）
　☎23-5266

月曜日～金曜日 9時～
14時30分

会費500円／月
（月に何回参加し

ても500円）

水筒
着替え

帽子 など

園庭解放も行っており、お母さんお父さん、おじいちゃんおばあちゃ
んの参加もお待ちしています。お茶を飲み、一息つきながら楽しい時
間を過ごしませんか。お母さん達の趣味等を活かし、楽しむ時間もあ
ります。お気軽にお問い合わせください。

「わんぱくルーム」
子育て支援センター

（安良川1251-1）
あおぞら保育園　☎23-5661

月曜日～金曜日
9時～14時

（ ）サークル活動
は10時～

無料
（材料費を徴収する

場合もあります）

おしぼり
水筒

着替え
帽子 など

砂場、アスレチック、泥んこ、プールで遊んだり、天気の良い日には散
歩に出かけたりと自然に触れる遊びを大切にしています。芋掘り、み
かん狩りなどの収穫や、流しそうめん、ピザ作りなどの活動もありま
す。ほかにも「子育て相談日」「給食体験」等いろいろな活動をしてい
ます。保育園までご連絡ください。

松ヶ丘認定こども園
プレイルーム

（下手綱
825-3）

☎23-4687

月曜日～金曜日

9時30分～
16時 無料

コップ

松ヶ丘認定こども園では、お子さんのいるご家庭のみなさんに園を開
放し、「プレイルーム」「ベビーキッズ」を行っております。今年度から

「プレイルーム」「ベビーキッズ」の利用料金が無料になります。「プレ
イルーム」の対象年齢は、6か月～未就学児となっており「ベビーキッ
ズ」は3か月～1歳6か月のお子さんを対象に行っております。お天気
が良い時は、園庭や遊具で遊び、室内ではリトミック、季節の製作、お
誕生会、離乳食・給食体験などいろいろな活動を行っております。
今年度より園舎が新しくなりました。綺麗になった松ヶ丘認定こども
園に是非遊びに来てください。また、育児相談も随時行っております。
お気軽にお問い合わせください。

松ヶ丘認定こども園
ベビーキッズ 毎週金曜日 なし

　過ごしやすい気候になり、外遊びも楽しい季節です
ね。ふだんの生活やお出かけ先でも「道路に飛び出
さない」「信号を
守る」など、みん
なで交通ルール
を確認して安全
な毎日を過ごしま
しょう。

外遊びも安全に

　進学や進級の時期、不安や緊張を感じる子も多く
います。周りの大人は、子どものプレッシャーになる
ような否定的な言葉は避け「○○
できるとかっこいいよ」などと肯
定的な言葉で子どものやる気を
引き出していきましょう。

お子さんへの言葉掛けは
前向きに

象の日
　4月28日は象の日。象の日があるって
知っていましたか？1729年ベトナムからオスとメスの
象２頭が初めて日本へ来た日です。

　道端に元気よく咲くたんぽぽ。よく見ると見慣れた
黄色いたんぽぽだけでなく白いフワフワ綿毛のたんぽ
ぽもあります。「黄色いたんぽぽも白いたんぽぽも同
じたんぽぽなんだよ」といっても理解は難しいかもしれ
ませんね。たんぽぽの不思議と出会う中で子どもたち
は規則性、法則性、関連性など様々な気づき、発見を
体験するのかもしれません。

たんぽぽの変化を
見てみよう

　象は1日のほとんどがご飯の時間で、ものす
ごい量のご飯を食べているそう。主に、草や
樹皮、果実などを食べていて、なんとウンチ
の量は60Kｇ以上になるんですって！

象の
豆知識
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