
  　　子育て支援センター「木もれび」
　　井上小児科医院内 （上宮永）　開館日時：月～金　9:00～17:00

◎『うたい聞かせの会』４月４日(火)、５月９日(火)

　　講師：三宅佐知子先生　内容：季節の歌、手遊びなど

中津市子育て情報　　No ．87 ◎『ミキ先生＆ママといっしょにＡＢＣ』
  2023.  ４.  1 発行  　　子育て支援センター「ポール」 　　４月２５日(火)、５月３０日(火)　講師：坂本美紀先生

 中津市役所　子育て支援課 　　　福祉の里サマリア館内（蛎瀬）　開館日時：月～金　9:00～14:00 　　内容：歌やパネルシアターで楽しく英語のレッスン　

☎　0979-22-1103
 中津市のＨＰ → ◎『パパと一緒にベビーマッサージ＆フォト』　５月２日(火) ◎『鯉のぼり制作』５月２日(火)

　講師：and mama緒方綾香先生　内容：ﾊﾟﾊﾟがﾒｲﾝのﾍﾞﾋﾞｰﾏｯｻｰｼﾞ!ﾏﾏはｶﾒﾗﾏﾝ♪ 　　内容：パパと一緒に鯉のぼりを作りましょう

　

     　子育て支援センター「なずな」 ◎『制作（足形でこいのぼり）』４月２７日(木)、２８日(金) その他の行事　　

　如水こども園内（是則）　　開館日時：月～金　9:00～14:00 ◎『ベビーマッサージ』４月１１日(火)、５月１６日(火)

　 ◎『イースター撮影会』３月２７日(月)～４月７日(金) 　　　講師：平川恵里保育士　※オイル代500円

◎『なずなの日４月 よもぎを摘んでおだんごつくろう』 　内容：撮影コーナーにて撮影できます。風船のプレゼントもあります。 ◎『読み聞かせ』　５月２３日(火)

　　　4月11日(火)･26日(水)　参加費：200円　※4/11は如水こども園にて ◎『スキンケア教室』［10組限定］４月１８日(火)　講師：資生堂さん

　　　 その他の行事　　
◎『なずなの日5月 押し花準備』5月24日(水)･29日(月)   ◎『おはなし広場』 　        ４月12日(水)、５月10日(水) ◎『自由遊びの日』月～金　10：00～12：00､13：30～17：00

　　　内容：野の花を摘んで押し花作り　準備物：押し花にしたい草花   ◎『ママのための自力整体』４月13日(木)､５月11日(木) 　　　内容：季節にあったﾌｫﾄｽﾎﾟｯﾄを用意しています。撮影後は自由に遊べます。

  ◎『気になること助産師さんに聞いてみよう』4月14日(金)､5月12日(金)
◎『原戸さんのおやつ作り「桜もち」』４月19日(水)　[定員７組]   ◎『おやこヨガ』　    　　  ４月11日(火)、５月9日(火) 　※全体として　　時間：10：30～11：30

　　　講師：原戸アケミ氏（ﾎｰﾑｽﾀｰﾄﾋﾞｼﾞﾀｰ）   ◎『ベビーマッサージ』 　  ４月17日(月) 【問合先】「木もれび」　℡ ０９７９-２６-１２５６

　　　準備物：エプロン・三角巾・マスク　参加費：300円   ◎『リズムあそび』　 　　  ４月26日(水)、５月24日(水) 　6月より「やさしいママの子育て講座」を開始します。

  ◎『誕生日手形スタンドづくり』 ４月25日(火)、５月30日(火)

◎『ありんこ畑へ行ってみよう』５月１０日(水)　※予備日5/17（水）   ◎『ごろりんアート』　　   ４月20(木)　※対象８か月児まで

　内容：お多福ガーデンでバラを鑑賞しよう！   ◎『出張！丹羽cafe！』    ５月17日(水)　※参加費200円

　場所：ありんこ畑（お多福ｶﾞｰﾃﾞﾝ）　   ◎『アロマクラフト』　　　５月18日(木)　※参加費200円  　　　大幡子育て支援センター「こもん」
  ◎『ビューティー講座』 　  ４月18日(火)、５月23日(火) 大貞３７１番地１１０  　開館日時：月～土　10:00～16:00

その他の行事　　
◎『わらべうたあそび』４月18日(火)、５月16日(火) 　※全体として　　時間：10：30～11：30 ◎『ママとベビーのコミュニケーション教室』　[定員10組程]

◎『遊ぼう会』毎週金曜  9：30～（季節の遊びを園児と共に楽しみませんか) 【問合先】「ポール」　℡ ０９７９-６４-９０６２ 　４月１７日(月)、５月１５日(月)　対象：生後1か月～未就園児

　　場所：如水こども園 　内容： 歌に合わせて肌に触れるタッチケアとリトミック。　

※全体として　時間：10：00～ ◎『こもん発達相談会』［定員２組、託児あり］

【問合先】「なずな」　℡ ０９７９-３２-５６２０　 　４月２６日(水)、５月３１日(水)　10:00～（※１組30分～1時間）

　内容： お子様の発達面でお悩みの方に心理士が相談に応じます。

◎『こもんの食育講座』　[定員10組程]　講師：池田理恵先生

　　　三光児童館  　三光コミュニティーセンター内（三光成恒） 　４月１９日(水)　内容：子どもの日の行事食

　　　　　　　　　　　開館日時：月～金、第2・4土　8:30～17:00 　※試食あり、ｱﾚﾙｷﾞｰ有無の確認。お子様の食の困りに栄養士が相談に応じます。

◎『こいのぼり製作』    ４月２０日(木) 　　　なかつ・こどもいきいきプレイルーム ※全体として　時間：10：30～11：30　

　　　　　　　　　　　　　サンリブ中津３階（豊田町） 【問合先】 「こもん」  ℡ ０９７９-６４-９７８０

◎『春のうたや手あそび』４月２７日(木) 　時間：9：30～12：30、13：00～18：00（受付17：30まで）

◎『読み聞かせ』         ５月１１日(木) ◎『きんぎょをさがそう』４月１８日（火）～２０日(木)10：30～

　内容：絵本から逃げたきんぎょを探して水槽に入れてね

◎『魚つりあそび』      ５月１８日(木)

◎『ひよこランドでいちご狩り』４月１８日（火）～２０日(木)10：30～

◎『親子でプチビクス』 ５月２５日(木)　講師：大石みゆき先生 　内容：おうちでできるいちご狩り　対象：0～2歳

　　　

※全体として　時間：10：30～11：30　 　　【問合先】　「なかつ・こどもいきいきプレイルーム」

【問合先】 中津市三光児童館  ℡ 0979-43-5194 　　　℡０９７９-２４-５３３３　休館日：４月3・17日、５月1・15日(月)

各施設のご利用について

うららかな春の陽気とともに新年度がスタートしました。

引き続き施設利用の際には、新型コロナウイルス感染防止のため、

予防対策にご協力をお願いします。

また、今後の状況により、イベントの中止や、施設を休館することも

あります。各施設にお問い合わせの上、ご利用ください。

お 知 ら せ

来所希望の方は電話

連絡をしてください

すべての行事は要予約

すべての行事は

要予約、先着10組

予約受付4/3～

ぽこあぽこ

利用予約は

こちらから→

『ぽこあぽこ』電子カレンダー版が

できました

イベント情報をみることができます

せひご利用ください

平日午後３時頃まで

は自由に遊べるよ

おもちゃや絵本も

たくさんあるよ

遊びに来てね！

祝 『 来館者２０万人 突破!! 』

オープンから５年、利用者数の累計が20万

人を突破しました！オープン当初人気の

あった遊具が期間限定で復活します♪

『 ｻｲﾊﾞｰﾎｲｰﾙｄａｙ 4/18、4/19 』

興味のある方は

お問い合わせ

ください

開催曜日・時間が増えました(^^♪



     おねしょがなおらない

　　　　５歳児の男の子です。

　　　　おねしょがなおらないので、紙おむつをして寝かせています。

　　　　もうすぐ小学校、なんとかなおす方法はないでしょうか。

　　３歳で約半数、４歳で３割、５歳で２割くらいの子どもが、まだおねしょを

　　するという報告があります。小学校になってもまだ毎晩するようでしたら

　　「夜尿症」として、小児科へ行ってみることも良いでしょう。大好きな

　　アニメの布パンツを下にはき、その上に紙おむつをはいてみましょう。

　　早くなおそうと、夜起こしたり叱ったりしても効果はあがりません。叱ると

　　『自分はダメな子だ』と劣等感を持ったり、意欲がなくなったりします。

　　ましてや体罰は厳禁です。あたたかく、優しく見守りながら根気くらべです。

アドバイザー　東九州短期大学　松田順子　名誉教授

  　　桜っ子広場 　中津市教育福祉センター内 （沖代町）

　　　　　　　　　　　　開館日時： 月・水・木・金・土　9:30～16:00

◎ 『リトミック』    ４月６日(木)

◎ 『おやこで体験』　※要予約・定員８組（初めての方優先）

　　    ４月１３日(木)　内容：「アロマ教室　植物のチカラで癒されよう 

　　   　　　　　　　　　　　　　～ｱﾛﾏの基本とﾊﾝﾄﾞﾀｯﾁ～」　講師：三宅薫先生

　　    ５月１１日(木)　内容：「はじめての英語」 講師：湯之原志帆先生

◎ 『手話でｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ』 ４月２０日(木)、５月１８日(木)

◎ 『製作遊び』    　  ４月２１日(金)、５月１９日(金)

◎ 『読み聞かせ』     ４月２７日(木)、５月２５日(木)

◎ 『マタニティ広場　Vol.1』 要予約・定員５組

　　 　５月２６日(金)　内容：「マタニティヨガ」 講師：磯田綾先生

 　　　対象：マタニティママ（安定期～38週くらいまで）    

　※全体として　　時間：10：30～11：30

【問合先】　「桜っ子広場」　　℡ ０９７９-２３-１２２５　

　  　　子育て支援センター「どうしん」
 　　 中津市１３８０番地１（殿町） 村上記念童心館内

　　　　　　　　　　開館日時： 月・火・水・金・土・日　10:00～17:00

  ◎ 『季節のあそび』
　　　季節を感じられる製作やあそびを随時行っています。

  ◎ 『親子ひろば』
　　　絵本の読み聞かせ・大型絵本・紙芝居・製作などを随時行っています。

  ◎ 『おもちゃ図書館』 第2・4火曜日　10：00～12：00

　　　おもちゃの貸し出しを行っています。

　【問合先】 村上記念童心館  ℡０９７９-６４-９００５　　　

「赤ちゃんおはなし会」 ［12組・要予約］

日時：４月１９日(水)・５月１７日(水) 11:00～11:20

場所：視聴覚室 対象：０歳児

内容：スキンシップのとれる「わらべ歌あそび」や「手遊び」「絵本の読み聞かせ」など

※赤ちゃんタイム：4/19・5/17（10：00～12：00）。小さなお子さん連れの方が気兼ねなく

利用できるよう、図書館で設定する時間です（見守り・読み聞かせは中止）。

「図書館上映会（児童向け）」 [定員20名・先着順]
時間：14：00～ 場所：視聴覚室

日時：４月 ８日(土) 「映画すみっコぐらし 蒼い月夜のまほうのコ」（64分）

４月２９日(土) 「おしりたんてい 20」（60分）

５月１３日(土) 「小さなバイキングビッケ」（82分）

５月２７日(土) 「ふしぎ駄菓子屋銭天堂 6」（90分）

小幡記念図書館（代表）
中津市1366番地1（片端町） 電話：0979-22-0679

（開館時間） 9：00～19：00 （休館日）毎週火曜日 他

「おはなし会（幼児向け）」 ［12組・要予約］

日時：４月3・10・17・24日(月)、5月8・15・22･29日(月) 11：00～11：20

場所：視聴覚室 対象：未就学児

内容：絵本の読み聞かせや紙芝居・手あそびなど

場所：
中津市教育福祉センター横

（なかつプレーパーク）
※ 参加無料 雨天中止

問合先：
みんなで遊び場をつくろう会事務局
℡ :090-9498-5669

時間：
10：00～12：00

桜っ子広場 『外あそびの日』

日時：毎月第３土曜日10：00～12：00

4/15 「よもぎもち作ろう」
5/20  「クローバー摘んで首飾りつくろ」
6/17 「さつま芋のつるを植えよう」
7/15 「シャボン玉とばそ」
8/19 「水で遊ぼう」
9/16 「木陰でお話し聞こう」

10/21 「芋ほりしよう」
11/18 「焼き芋しよう・木の実で遊ぼう」
12/16 「だんご汁つくろ」

1/20 「木の枝集めてたき火をしよう」
2/17 「コマ・たこ・紙風船つくってあそぼ」
3/16 「花種だんごつくろ」

みんなで遊び場をつくろう会「おっちょるデー」

日時：毎月第３日曜日10：00～12：00

4/16 「どんぐり苗を植えかえよう」
5/21 「草滑りしよう」
6/18 「廃油ろうそくをつくって

キャンドルナイトを楽しもう」
7/16 「ウォータースライダーすべろう」
8/20 「第5１回みんなで遊ぼう会」
9/17 「ネイチャーゲーム体験」

10/15 「収穫祭」
11/19 「どんぐり種をまこう」
12/17   「第５２回みんなで遊ぼう会」

1/21   「コキアでほうきをつくってみよう」
2/18 「竹馬、コマ回しに挑戦！」
3/17 「第５３回みんなで遊ぼう会」

２０２３（令和５）年度年間活動予定
（日時・内容は変更の場合あり）

「こどもの読書週間行事」
〇小幡記念図書館 日時：４月２２日(土)～５月１２日(金)

内容：「絵本のお楽しみ袋」、「みんなで花を咲かせよう！（おすすめ本の

紹介）」、「ポプラディアでやってみよう！未完成ぬりえ」など

〇三光図書館 日時：４月２４日(月)～５月１２日(金)10：00～18：00

内容：「おりがみグッズ」をプレゼント（本などを５冊以上借りた方）

4/22～5/12は

こどもの読書週間です！


