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団体紹介

「見学会」

おひさまっこ
2020年度 メンバー募集 しています

ちっちゃなようちえん

4/21 火

「おひさまっこ」では、4歳になる年度（幼稚園入園直前）の1年間が、
親子にとって最良の時間となるよう応援するために、
預かり活動を月に２回ほど開催しています（参加費１回１,０００円）。
午前中3時間程度、外遊び、絵画や工作、
自然体験活動等を中心に楽しんでいます。
※見学希望の方は、事前にお問合せください。詳しいご案内をします。

いこいーの志染まち ライブラリーイベント

「親子で来てね！」3/29

主催：いこいーの志染まちライブラリー

子育て応援情報紙

2020

10：00〜11：30（予定）

令和2年3月10日発行

● 対象：平成28年4月〜平成29年3月生まれのお子さん
発行 かるがも編集局

● 内容：おさんぽ、
活動内容の説明など
※見学会は親子で参加してください
（参加費無料）
※日程が変わる場合がありますので、
必ず下記の問合せ先に事前申込みしてください。

サークル
いろいろ

Tel 078 -583 - 4911

参加無料

● 場所：いこいーの志染 コープ志染２階

（志染町西自由が丘1-166）

申込及び問合せ先：いこいーの志染まちライブラリー

団体所在地 〒673 - 0403 三木市末広1- 6 - 46 三木市社会福祉協議会 ボランタリー活動プラザみき内 Tel 0794 - 83 - 0090 Fax 0794 - 82 - 6666

子育て自主サークル情報

Tel 0794-85 -1564

活動場所

内容

えんげKIDS

児童センター

人形劇の公演、練習

ぶくちゃんクラブ

第3木曜日・翌金曜日
10:00〜11:30

コミュニティスポーツセンター（第3木曜日）
三木南交流センター（翌金曜日）

絵本の読み聞かせ、手遊び、ふれあい遊びなど
絵本タイム、月刊絵本の取次、おしゃべり、交流

にこにこリトミック

毎週月曜日
10:30〜11:30

青山公民館

親子で触れ合いながら、歌を歌ったり
体を動かしたりする

ひまわりっこ

毎週金曜日
10:00〜12:00

志染町公民館

季節の野菜の収穫、おもちゃで自由に遊ぶ

みきっず

不定期開催
月１〜3回程度

公民館、児童センターなど

季節の遊び（お花見・水遊び・クリスマス会）
お誕生日会

きしゃぽっぽ

概ね毎週木曜日
10:00〜11:30

緑が丘東幼稚園

幼稚園内での遊び、子ども同士や保護者間の交流
幼稚園の良さを身近に感じてもらう

毎週金曜日が多い

吉川児童館

児童館の行事参加

第1・3木曜日
10:30〜12:00

吉川児童館

お出かけ、工作、クッキングなど

毎週木曜日
10:30〜

吉川児童館

お花見、子育て相談、座談会

ひよこサークル

まゆこさん の

3月のテーマ

オススメえほん 「たんぽぽ」
左）甲斐 信枝/作
（金の星社）

「かるがも通信」がスマホや PC など

WEBからアクセスできるように！

パンダサークル

WEBでも
見れる

（H29年度生まれの幼児）

「かるがも通信」のインターネット配信サービスがNPO法人
This is MIKIのご協力により、2020年1月より始まりました。
This is MIKIのHP（ホームページ）のメニューバーにある「か
るがも通信」をクリック
（タップ）すると、紙面PDF等の情報を
見ることができます。ぜひ、チェックしてみてくださいね。

右）平山 和子/文・絵
北村 四郎/監修
（福音館書店）

春になると道端に咲くたんぽぽ。子どもたちにとっても身近な花
ですが、意外と大人たちも知らないことが多いようです。ていね
いに描かれた美しい絵から、驚きと感動が伝わってきます。
違う作者の『たんぽぽ』2作品を、ぜひ
お子さんと一緒に味わってみてくださ
い。
この春出会うたんぽぽは、
きっとこ
れまで以上に身近なお花になるはず♪
毎号すてきな絵本を紹介してくださる、
まゆこさんは「絵本サークル
ぶくちゃんクラブ」で親子の幸せな絵本の時間をサポートされています。

ご意見・ご連絡は
こちらへ

情報掲載

Click

This is MIKIの
HPで見れるもの

●かるがも通信 最新号PDF
●子育てイベント情報
＊
「三木市のイベント情報」ページ内

https://www.this-is-miki.com

This is MIKI

検索

今後、
「かるがも通信」はNPO法人This is MIKIと連携協力し、
未就学児を持つ親子のための子育て情報をお届けしていきます。

「子育てサークルのイベント情報を載せたい」、
「 子育て支援団体や地元のお店紹介をしたい
（取材に伺います）」等
子育てに関する情報を募集しています。詳しくは、下記のアドレスまでお気軽にお問い合わせください。
かるがも通信は、三木市全域の公民館や幼稚園・認定こども園等に配布中。奇数月10日、3,000部発行
（年6回）

問合せ・連絡先：かるがも編集局 karugamo.kosodate@gmail.com
かるがも通信は、
身近なお店や病院にも
設置しています！
！

さくらサークル
（H30年度生まれの幼児）

問合せ先：子育て支援課児童センターグループ Tel 0794-82-2069 / 吉川児童館 Tel 0794-72-2220
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ひろば紹介
メニューバーを

次号は5月10日発行予定です

●コープ協同学苑 ●コープ緑ヶ丘店 ●コープ志染店 ●イオン三木青山店 ●トーホー緑ヶ丘店 ●トーホー志染駅前店 ●イオン三木店 ●マックスバリュ恵比須店 ●マックスバリュ三木北店
●マックスバリュ別所店 ●ブックコスモ三木店 ●小児科神沢クリニック ●小島医院 ●里の家助産院 ●島田医院 ●宮崎小児科内科医院 ●藤本小児科内科産婦人科クリニック
●成田青山診療所 ●浜本産婦人科医院 ●かわい子どもクリニック ●黒田東自由が丘診療所 ●北播磨総合医療センター ●三木市立図書館（順不同）

ぜひ一度見学に
行ってみてくださいね。

活動日

（H28年度生まれの幼児）
ぶくちゃんクラブ

「在宅で子育てをしたい！」でも、
「子ども同士遊ばせたい！」方にオススメ

毎週木曜日
10:00〜12:00

サークル名

日 13：00〜

読み聞かせ、ストーリーテリング、おりがみで遊ぼう、
サックス演奏と内容盛りだくさんのイベントです

マ マ た ち が つ くる

No.208

● 場所：協同学苑 協同棟 会議室Ⅱ など

申込及び問合せ先：コープこうべ第4地区本部

イベント

子育て中の

令和2年2月現在

編集局員：
ふじ山

2020年度

メンバー
募集中 !

未 就 園 児サークル

「きしゃぽっぽ」
幼 稚 園 の 保 育 室と外 遊びで
おもいっきり遊 ぼう

おもちゃがいっぱいあります♪

広〜いお外へGO〜

緑が丘東幼稚園の保護者が「未就園児サークル きしゃ

の日は0〜4歳の10組の親子が参加され、
「 外に行ってき

ぽっぽ」を今年1月から立ち上げ、同年齢の子ども同士のふ

ま〜す」と外遊びにでられたり、そのまま室内でゆっくり

れあい、ママ同士の子育ての悩み等の話しができる場の提

遊ばれる方と、それぞれの時間を過ごしていましたよ。

供をされています。また「幼稚園はどんなところ？」と園選

参加の方からは、
「年齢の近い子と遊べて、外遊びができ

びの情報が欲しい方にもサークルでの遊びを通して、幼稚

る」
「 近所で地域の顔なじみが多い」
「 幼稚園ってこういう

園の良さも感じてもらえたらとお話いただきました。

ところなんだと、見ることができた」とお話しくださいま

サークルでは保育室でのおもちゃ遊びと、園内の広い園
庭での外遊び、室内と外の両方で遊ぶことができます。こ

した。LINE登録で活動日など情報を知ることができます。
お気軽に登録、参加してみてくださいね。

●活動日：概ね毎週木曜日（幼稚園主催のたんぽぽ広場の開催日除く） ●時間：10：00〜11：30（出入り自由）
●場所：緑が丘東幼稚園 2F 保育室（緑が丘町東4-45）●問合せ先：kishapopop@gmail.com
▲公式LINE

