
 曜日  活動内容 

１ 木 サロン 今月は、６日の 

杷木らくゆう館でも 

身体測定ができます☆ 

２ 金 サロン 

3 土  

４ 日   

５ 月 サロン  

６ 火 サロン のびのび in 杷木 

７ 水 サロン のびのび in 立石 

８ 木 サロン  

９ 金 サロン  

１０ 土   

１１ 日   

１２ 月 サロン 育児講座 

１３ 火 サロン のびのび in 杷木 

１４ 水 サロン  

１５ 木 サロン  

１６ 金 サロン のびのび in ピッコロ 

１７ 土 サロン 寄せ植え体験 

１８ 日   

１９ 月 サロン  

２０ 火 サロン のびのび in 杷木 

２１ 水 サロン  

２２ 木 サロン のびのび in 秋月 

２３ 金 サロン 誕生会・身体測定 

２４ 土   

２５ 日   

２６ 月 サロン ミニクリスマス会 

２７ 火 サロン のびのび in 杷木 

２８ 水 サロン 大掃除（御用納め） 

２９ 木  年末休み 

３０ 金   

３１ 土   

 

 

 

今年はコロナウイルスの感染拡大を受け、支援センターも休所

させて頂く事もありましたが、皆さまのおかげで今年も楽しく過

ごすことができました。 

来年は 1 月 4 日（火）から支援センターは開所しておりますの

で、ご利用ください。 

 

12月号 
 

 のびのび通信  
ひろにわ地域子育て支援センター 冷たい風に吹かれて、園庭の落ち葉が集められています。

12 月は旧暦で「師走（しわす）」とも呼ばれています。由来

は諸説ありますが、「お坊さんが仏事で忙しく回る時期」とい

う説が馴染み深い話ではないでしょうか。慌ただしい年の暮

れでございますが、ぜひお立ち寄りくださいね♪ 

立石子育て広場からのお知らせ 

   12 月 7 日（水） 10：00～11：30 

  「“前向きな言葉かけ”と“しかり方” 

in 立石」（要予約） 

場所：立石コミュニティセンター 

 講師：江上 千代美先生（福岡県立大学） 

日々の子育ての中で、お子さんにどのように言葉か

けをしたら伝わるのか悩む場面がありませんか？そ

んな子育ての悩みを解決する“子育てのコツ”を教

えて頂きます。 

令和４年 12 月 1日 発行 

開館 月～金曜日   １０時～１５時 

      ※祝祭日はお休みです 

場所 朝倉市入地 2607―1(ひろにわ保育所内) 

電話 ０８０－８３５２－４１７８(直通) 

ホームページ、ブログ等ございます。 

 

12 月 13 日（火） 10：30～11：30 

「ベビーマッサージ体験 in 杷木」 

（5 組限定 要予約） 

場所：杷木らくゆう館 和室 

サロン『kokopua』の桑野あゆみ先生に教えて

いただきます。お子さんとリラックスした時間

を過ごしませんか？ 

＊バスタオルをご準備ください。 

 

 

インスタグラム 

 

 

ひろにわ子育て支援センター

4」 

12 月 22 日（木）10：30～12：00 

「親子でヨガ in 秋月」 

（10 組限定 要予約） 

場所：秋月コミュニティセンター 

 講師：松川 直子先生 

親子で動物の真似をしながら、体を動かします。 

＊動きやすい格好でお越しください。 

＊水筒をご持参ください。 

＊イベントや育児講座は、感染拡大などの状況によっては中止する事もあります。ご了承下さい。 

ご利用の際のお願い 

・大人の方はマスクの着用 

・入室前の検温と入室後の手指の消毒 

・お子さんやご家族の方に風邪に類似した症状がある場合は利用をご遠慮下さい 

 

12 月 12 日（月）10：15～11：45 

「大丈夫！子育て順調！順調よ！ 

～イライラするママも、イライラさせる子どもも順調～ 

in ひろにわ」（要予約） 

場所：ひろにわ保育所 ホール 

講師：熊丸 みつ子先生（幼児教育専門家） 

＊未就園児のみ託児あり。（7 名限定） 

子育て中の皆さんに聞いて欲しい「子育てはこれでい

いんだ」と元気と勇気をもらえるお話です。子育てが

楽しくなると思います♪ 

のびのび出張サロンおこなっています。 

支援センターのスタッフが各地域のコミュニティに伺い子育てサロンを開催しています。 

杷 木・・・毎週火曜日：１０時～１５時 杷木らくゆう館 和室 

立 石・・・毎月第２又は４水曜日：１０時～１１時３０分 立石コミュニティセンター 

秋 月・・・偶数月の第４木曜日：１０時～１２時 秋月コミュニティセンター 

上秋月・・・奇数月の第３水曜日：１０時～１２時 上秋月コミュニティセンター 

ピッコロ・・毎月第 3 金曜日：１０時～１５時 親子支援館ピッコロ 

12 月 20 日（火）10：30～12：00 

「ミニクリスマス会 in 杷木」 

（10 組限定 要予約） 

場所：杷木らくゆう館 和室 

ミニクリスマス会をします。 

サンタさんも来てくださる予定です！ 

お楽しみに☆ 

 

 

１月２７日（金）10:15～11:45 

「親子で楽しむ運動あそび in ひろにわ」 

講師：池辺 祥太郎先生（作業療法士） 

場所：ひろにわ保育所 ホール（予定） 

１月のイベントの紹介 

12 月 17 日（土）10：30～12：00 

「寄せ植え体験 in ひろにわ」 

（10 組限定 要予約） 

場所：ひろにわ保育所 運動所側 

お子さんと一緒に寄せ植えを体験してみませんか？ 

きれいなお花に癒されますよ✿ 

＊小学生低学年までとさせていただきます。 

＊お好きな鉢をご持参ください。 

＊お花の代金のみ頂きます。 

12 月 16 日（金）10：00～12：00 

「クリスマスリース作り in ピッコロ」 

（8 組限定 要予約） 

場所：親子支援館 ピッコロ 

クリスマスのリースを作ります。 

お家に飾ってください☆ 

＊材料費：200 円 

 

ひろにわ地域子育て支援センターをご利用いただき 

ありがとうございます。皆さまのおかげで今年も 

楽しく過ごすことができました。 

来年は 1 月 4 日（水）から支援センターは開所して 

おりますので、ご利用ください。 

 


