
日 曜日 行  事  名 対 象 者 内    容 時  間 会  場 問合せ先

7 火 どんぐりひろば ０～就学前・保 自由遊び・手遊び・絵本の読み聞かせなど ９：３０～１１：３０ 若狭野多目的研修ｾﾝﾀｰ 社協

Ｙ・Ｙひろば ０～就学前・保 自由遊び・手遊びなど １０：００～１１：３０ 東部公民館 社協

緑ヶ丘ひろば ０～就学前・保 自由遊び・手作りおやつ １０：００～１１：３０ 緑ヶ丘自治会館 社協

スイミング3週間体験 3歳～小学生 3/8・3/15・3/22　3回　3000円 １７：００～１８：００ 温水プール 同左
９：３０～１２：００

１３：００～１５：３０

あいおい夕やけ食堂 幼児～中学生 コロナ禍 取りに来てくれた人への弁当配布 １７：３０～１８：３０ 夕やけ莊１階 090-2284-4812

スイミング3週間体験 3歳～小学生 3/9・3/16・3/23　3回　3000円 １７：３０～１８：３０ 温水プール 同左
９：３０～１２：００

１３：００～１５：３０

げんきっ子 ０～就学前・保 自由遊び・手遊び・絵本の読み聞かせなど １０：００～１１：３０ 介護事業所「ふたば」裏 社協

スイミング3週間体験 3歳～小学生 3/10・3/17・3/24　3回　3000円 １７：００～１８：００ 温水プール 同左

ヒップホップダンス ３歳～小(2年生以下要保） リズムに合わせてダンスを楽しむ １０：００～１１：００ 矢野公民館 同左

スイミング3週間体験 3歳～小学生 3/4・3/11・3/18　3回　3000円 １６：３０～１７：３０ 温水プール 同左

キッズ空手 3歳～小学生 心身の練成と礼儀作法を学ぶ ９：３０～１２：３０ 陸公民館 同左

子ども劇場 幼児・児童 音楽会 １１：００～１１：３０ 図書館3階 図書館
９：３０～１２：００

１３：００～１５：３０

スイミング3週間体験 3歳～小学生 3/6・3/13・3/20　3回　3000円 １７：００～１８：００ 温水プール 同左

14 火 どんぐりひろば ０～就学前・保 自由遊び・手遊び・絵本の読み聞かせなど ９：３０～１１：３０ 若狭野多目的研修ｾﾝﾀｰ 社協
９：３０～１２：００

１３：００～１５：３０

Ｙ・Ｙひろば ０～就学前・保 自由遊び・手遊びなど １０：００～１１：３０ 東部公民館 社協

かるがもスクール コアラ
令和４年度かるがもスクール修了式
※要申込3/8まで

１０：００～１１：３０ 子育て学習ｾﾝﾀｰ 同左

９：３０～１２：００

１３：００～１５：３０

あいおい囲碁教室 小・中学生・一般 楽しく囲碁を覚える ９：３０～１１：３０ 陸公民館 同左

子ども石窯焼きパン作り ４歳～小(2年生以下要保）
餡パン・メロンパン・オリジナルパンを作る　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
※材料費４００円　定員８名　要予約

１０：００～１２：００ らかんの里の店 矢野公民館

キッズ空手 3歳～小学生 心身の練成と礼儀作法を学ぶ ９：３０～１２：３０ 陸公民館 同左

子ども劇場 幼児・児童 えいが会 １０：３０～１１：３０ 図書館3階 図書館

【３月】

8 水

9 木

まちの子育てひろば ０～就学前・保 自由遊び・手遊び・絵本の読み聞かせなど
総合福祉会館
４０３研修室

社協

10 金

まちの子育てひろば ０～就学前・保 自由遊び・手遊び・絵本の読み聞かせなど
総合福祉会館
４０３研修室

社協

11 土

12 日

13 月
まちの子育てひろば ０～就学前・保 自由遊び・手遊び・絵本の読み聞かせなど

総合福祉会館
４０３研修室

社協

15 水 まちの子育てひろば ０～就学前・保 自由遊び・手遊び・絵本の読み聞かせなど
総合福祉会館
４０３研修室

社協

16 木

17 金 まちの子育てひろば ０～就学前・保 自由遊び・手遊び・絵本の読み聞かせなど
総合福祉会館
４０３研修室

社協

18 土

19 日

２０２3

No.112
3/７～5/６

※掲載内容は変更する場合がありますので、参加を希望される方は、
　日時等は事前に主催者にご確認ください。

詳しくは
相生いきいきネット 松川  23-3252
又は子育て元気課　22-7175

☆
問    
合  
せ      
先 
☆

 〇東部公民館　　22-7804
 〇西部公民館　　22-7388
 〇矢野公民館　　29-0002
 〇陸公民館　　　22-7803
 〇相生公民館　　22-7153

〇若狭野多目的研修センター
 　　　　　　　　28-0001
 〇図書館　　　　23-5151
 〇羅漢の里　　　29-0900
 〇温水プール　　23-7180
 〇なぎさホール　23-7118

〇体育振興課　　23-7170

〇社協（社会福祉協議会）　  23-2666
〇ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ　　　 　　 23-0155
〇ふるさと交流館　　　 　　 29-1010
〇子育て学習センター　 　　 22-8313
〇大西（ぞうじるし本ぽ ）　 23-4300
〇生きがい交流センター 　　 22-2777
〇生涯学習課　　　　　 　　 23-7144
〇子育て元気課　　　　 　　 22-7175
〇コープこうべ第７地区本部　
　　　　　　　　　　 079-292-3300
〇あいおい夕やけ食堂     
                        090-2284-4812

令和5年度
かるがもスクール年齢別
グループ活動のお知らせ

・マタニティ＝R５  .４.２生～妊娠中の方
 ・うさぎ＝R４.４.２～R５.４.１生
 ・あひる＝R３.４.２～R４.４.１生
 ・コアラ＝R２.４.２～R３.４.１生

・保＝保護者

保育施設でも
まちの子育てひろばを
開催しています

※詳細は各保育施設へ
　お問い合わせください。

 ☆認定こども園どんぐりの家（あひるの学校）
　℡22-0708
　月曜日・・体育教室
　木曜日（月２回）・・音楽教室
　育児相談・・随時
　園庭開放（月・水・金曜日10時～15時） 

☆八幡保育所（りとるりーふ）
　℡22-1525
　月曜日・・親子体操
　火曜日（月１回）・・リトミック
　育児相談・・随時
　園庭開放（土曜日10時～12時） 



日 曜日 行  事  名 対 象 者 内    容 時  間 会  場 問合せ先
９：３０～１２：００

１３：００～１５：３０

Ｙ・Ｙひろば ０～就学前・保 自由遊び・手遊びなど １０：００～１１：３０ 東部公民館 社協

かるがもスクール マタニティ
ベビーマッサージ＆育児相談会
※要申込3/15まで

１０：００～１１：３０ 子育て学習ｾﾝﾀｰ 同左

９：３０～１２：００

１３：００～１５：３０

あいおい夕やけ食堂 幼児～中学生 コロナ禍 取りに来てくれた人への弁当配布 １７：３０～１８：３０ 夕やけ莊１階 090-2284-4812

９：３０～１２：００

１３：００～１５：３０

あいおい夕やけ食堂 幼児～中学生
コロナ感染対策をしながら、一緒に手作
りの昼食を頂き、ホッとしよう！

１２：００～１３：００ ｷｯﾁﾝにこにこ 090-2284-4812

朝スイミング2日間体験 3歳～小学生 3/25・26　2日間　参加費3000円 １０：００～１１：００ 温水プール 同左

キッズ空手 3歳～小学生 心身の練成と礼儀作法を学ぶ ９：３０～１２：３０ 陸公民館 同左

子ども劇場 幼児・児童 おはなし会 １１：００～１１：３０ 図書館3階 図書館
９：３０～１２：００

１３：００～１５：３０

夕方スイミング2日間体験 3歳～小学生 3/27・29　2日間　参加費3000円 １６：００～１７：００ 温水プール 同左

どんぐりひろば ０～就学前・保 自由遊び・手遊び・絵本の読み聞かせなど ９：３０～１１：３０ 若狭野多目的研修ｾﾝﾀｰ 社協

竹の子ひろば ０～就学前・保 自由遊び １０：００～１１：３０ 陸公民館 社協
９：３０～１２：００

１３：００～１５：３０

Ｙ・Ｙひろば ０～就学前・保 自由遊び・手遊びなど １０：００～１１：３０ 東部公民館 社協
夕方スイミング2日間体験 3歳～小学生 3/30・31　2日間　参加費3000円 １７：００～１８：００ 温水プール 同左

９：３０～１２：００

１３：００～１５：３０

日 曜日 行  事  名 対 象 者 内    容 時  間 会  場 問合せ先
1 土 あいおい囲碁教室 小・中学生・一般 楽しく囲碁を覚える ９：３０～１１：３０ 陸公民館 同左

2 日 キッズ空手 3歳～小学生 心身の練成と礼儀作法を学ぶ ９：３０～１２：３０ 陸公民館 同左
９：３０～１２：００

１３：００～１５：３０

4 火 どんぐりひろば ０～就学前・保 自由遊び・手遊び・絵本の読み聞かせなど ９：３０～１１：３０ 若狭野多目的研修ｾﾝﾀｰ 社協
９：３０～１２：００

１３：００～１５：３０

矢野っこひろば ０～就学前・保 自由遊び １０：００～１１：３０ 矢野交流広場 社協

6 木 Ｙ・Ｙひろば ０～就学前・保 自由遊び・手遊びなど １０：００～１１：３０ 東部公民館 社協
９：３０～１２：００

１３：００～１５：３０

９：３０～１２：００

１３：００～１５：３０

11 火 どんぐりひろば ０～就学前・保 自由遊び・手遊び・絵本の読み聞かせなど ９：３０～１１：３０ 若狭野多目的研修ｾﾝﾀｰ 社協

Ｙ・Ｙひろば ０～就学前・保 自由遊び・手遊びなど １０：００～１１：３０ 東部公民館 社協

緑ヶ丘ひろば ０～就学前・保 自由遊び・手作りおやつ １０：００～１１：３０ 緑ヶ丘自治会館 社協
９：３０～１２：００

１３：００～１５：３０

かるがもスクール コアラ
はじめましての会
※要申込４/6まで

１０：００～１１：３０ 子育て学習ｾﾝﾀｰ 同左

９：３０～１２：００

１３：００～１５：３０

げんきっ子 ０～就学前・保 自由遊び・手遊び・絵本の読み聞かせなど １０：００～１１：３０ 介護事業所「ふたば」裏 社協

15 土 あいおい囲碁教室 小・中学生・一般 楽しく囲碁を覚える ９：３０～１１：３０ 陸公民館 同左

16 日 キッズ空手 3歳～小学生 心身の練成と礼儀作法を学ぶ ９：３０～１２：３０ 陸公民館 同左
９：３０～１２：００

１３：００～１５：３０

18 火 どんぐりひろば ０～就学前・保 自由遊び・手遊び・絵本の読み聞かせなど ９：３０～１１：３０ 若狭野多目的研修ｾﾝﾀｰ 社協

【３月】

20 月 まちの子育てひろば ０～就学前・保 自由遊び・手遊び・絵本の読み聞かせなど
総合福祉会館
４０３研修室

社協

22 水

23 木
まちの子育てひろば ０～就学前・保 自由遊び・手遊び・絵本の読み聞かせなど

総合福祉会館
４０３研修室

社協

24 金 まちの子育てひろば ０～就学前・保 自由遊び・手遊び・絵本の読み聞かせなど
総合福祉会館
４０３研修室

社協

25 土

26 日

27 月
まちの子育てひろば ０～就学前・保 自由遊び・手遊び・絵本の読み聞かせなど

総合福祉会館
４０３研修室

社協

28 火

29 水 まちの子育てひろば ０～就学前・保 自由遊び・手遊び・絵本の読み聞かせなど
総合福祉会館
４０３研修室

社協

30 木

31 金 まちの子育てひろば ０～就学前・保 自由遊び・手遊び・絵本の読み聞かせなど
総合福祉会館
４０３研修室

社協

【４月】

3 月 まちの子育てひろば ０～就学前・保 自由遊び・手遊び・絵本の読み聞かせなど
総合福祉会館
４０３研修室

社協

5 水
まちの子育てひろば ０～就学前・保 自由遊び・手遊び・絵本の読み聞かせなど

総合福祉会館
４０３研修室

社協

7 金 まちの子育てひろば ０～就学前・保 自由遊び・手遊び・絵本の読み聞かせなど
総合福祉会館
４０３研修室

社協

10 月 まちの子育てひろば ０～就学前・保 自由遊び・手遊び・絵本の読み聞かせなど
総合福祉会館
４０３研修室

社協

12 水

13 木
まちの子育てひろば ０～就学前・保 自由遊び・手遊び・絵本の読み聞かせなど

総合福祉会館
４０３研修室

社協

14 金
まちの子育てひろば ０～就学前・保 自由遊び・手遊び・絵本の読み聞かせなど

総合福祉会館
４０３研修室

社協

17 月 まちの子育てひろば ０～就学前・保 自由遊び・手遊び・絵本の読み聞かせなど
総合福祉会館
４０３研修室

社協

「相生いきいきネット」に掲載しています  http://www.aioi-iki-iki.org　



日 曜日 行  事  名 対 象 者 内    容 時  間 会  場 問合せ先
９：３０～１２：００

１３：００～１５：３０

かるがもスクール あひる
はじめましての会
※要申込４/１２まで

１０：００～１１：３０ 子育て学習ｾﾝﾀｰ 同左

ひよこ組 ひとり歩きできる年齢の子ども 園庭解放 １０：００～１１：３０ テレジア幼稚園 同左

Ｙ・Ｙひろば ０～就学前・保 自由遊び・手遊びなど １０：００～１１：３０ 東部公民館 社協

かるがもスクール マタニティ
はじめましての会
※要申込４/13まで

１０：００～１１：３０ 子育て学習ｾﾝﾀｰ 同左

ひよこ組 ひとり歩きできる年齢の子ども 園庭解放 １０：００～１１：３０ テレジア幼稚園 同左
９：３０～１２：００

１３：００～１５：３０

22 土 あいおい夕やけ食堂 幼児～中学生
コロナ感染対策をしながら、一緒に手作
りの昼食を頂き、ホッとしよう！

１２：００～１３：００ ｷｯﾁﾝにこにこ 090-2284-4812

本の福袋 幼児・児童 絵本2冊が入った福袋の貸出 ９：００～１９：００ 図書館1階 図書館

おはなしいっぱい 幼児・児童 おはなし会・しおりとブックカバーづくり １０：３０～１２：００ 図書館3階 図書館
９：３０～１２：００

１３：００～１５：３０

どんぐりひろば ０～就学前・保 自由遊び・手遊び・絵本の読み聞かせなど ９：３０～１１：３０ 若狭野多目的研修ｾﾝﾀｰ 社協

竹の子ひろば ０～就学前・保 自由遊び １０：００～１１：３０ 陸公民館 社協

Ｙ・Ｙひろば ０～就学前・保 自由遊び・手遊びなど １０：００～１１：３０ 東部公民館 社協

ひよこ組 ひとり歩きできる年齢の子ども 園庭解放 １０：００～１１：３０ テレジア幼稚園 同左
９：３０～１２：００

１３：００～１５：３０

あいおい夕やけ食堂 幼児～中学生 コロナ禍、取りに来てくれた人への弁当配布 １７：３０～１８：３０ 夕やけ莊１階 090-2284-4812

かるがもスクール うさぎ
はじめましての会
※要申込４/20まで

１０：００～１１：３０ 子育て学習ｾﾝﾀｰ 同左

ひよこ組 ひとり歩きできる年齢の子ども 園庭解放 １０：００～１１：３０ テレジア幼稚園 同左
９：３０～１２：００

１３：００～１５：３０

30 日 キッズ空手 3歳～小学生 心身の練成と礼儀作法を学ぶ ９：３０～１２：３０ 陸公民館 同左

日 曜日 行  事  名 対 象 者 内    容 時  間 会  場 問合せ先
９：３０～１２：００

１３：００～１５：３０

2 火 どんぐりひろば ０～就学前・保 自由遊び・手遊び・絵本の読み聞かせなど ９：３０～１１：３０ 若狭野多目的研修ｾﾝﾀｰ 社協

6 土 あいおい囲碁教室 小・中学生・一般 楽しく囲碁を覚える ９：３０～１１：３０ 陸公民館 同左

【４月】

19 水

まちの子育てひろば ０～就学前・保 自由遊び・手遊び・絵本の読み聞かせなど
総合福祉会館
４０３研修室

社協

20 木

21 金 まちの子育てひろば ０～就学前・保 自由遊び・手遊び・絵本の読み聞かせなど
総合福祉会館
４０３研修室

社協

23 日

24 月 まちの子育てひろば ０～就学前・保 自由遊び・手遊び・絵本の読み聞かせなど
総合福祉会館
４０３研修室

社協

25 火

26 水

27 木

まちの子育てひろば ０～就学前・保 自由遊び・手遊び・絵本の読み聞かせなど
総合福祉会館
４０３研修室

社協

28 金 まちの子育てひろば ０～就学前・保 自由遊び・手遊び・絵本の読み聞かせなど
総合福祉会館
４０３研修室

社協

【５月】

1 月 まちの子育てひろば ０～就学前・保 自由遊び・手遊び・絵本の読み聞かせなど
総合福祉会館
４０３研修室

社協

※掲載内容は変更する場合がありますので、参加を希望される方は、日時等は事前に主催者にご確認ください。

『わたしのワンピース』

にしまき かやこ／さく

こぐま社

空から落ちてきた真っ白い布でうさぎさんはワンピースを作ります。そ

れを着てお花畑を通るとワンピースは花模様に、雨が降ると水玉模

様に・・・と次々と柄が変わっていく不思議なワンピース。

「ラララン　ロロロン　わたしににあうかしら」

長く愛されている絵本です。

『パンやのくまさん』

フィービとセルビ・ウォー

ジントン／さく

まさき るりこ／やく

福音館書店

パンやのくまさんは、朝早く起きて、パンやパイ、お誕生日のケーキを

作ります。パンが焼きあがると、半分を店に並べ、半分を車に積み込ん

で売りに出かけます。パンが売れると、今度は店に帰ってお店番・・・。

パンやのくまさんの朝起きてから夜寝るまでの一日を描いたお話です。

淡々と描かれている中に温かさが感じられる絵本です。



相生市立温水プールでは赤ちゃんの時から水に親しんでもらい悲しい水の事故から命を守る為、生後６
か月から３歳未満の保護者ペアで参加できる「親子スイミングコース」を行っています。どんな様子か１
月７日に温水プールコスモスに取材に行って来ました。

赤ちゃんの時から水に親しもう

この日は６組の親子が参加していました。 浅い子供用のプ
ールでボール遊びをしたり、板の上を歩いたりジャンプしたり、
お父さんやお母さんと一緒なので楽しそうに遊んでいました。
うちの子どうかなと迷っている方むけに体験もできます。一度

参加してみてはいかがですか？（有料） 年に数回、料金がお
得なキャンペーンもあります。 詳しいことは相生市立温水プー
ルにお問い合わせください。（☎23－7180）

【おやこスイミング】
月曜日 １１：４５～１２：３０
水曜日 １１：１５～１２：００
土曜日 １１：00～１１：４５

持ち物:水着・キャップ・タオル

子供さんとのスキンシッ
プがしっかり取れてい
いですね。どの子も安
心して笑顔です。できる
だけ水に慣れてもらい
たいです。

同じ時間帯に上の子がキ
ンダーコースで練習して
いるので、下の子を連れ
て親子スイミングコースに
入っています。子供と一緒
にプールに入るのは楽し
いです。その日はよく寝て
助かります。

親
子
で
春
味
ク
ッ
キ
ン
グ

豚バラ肉と春キャベツの柔らか煮

【材料 2人分】
豚バラ肉 200ｇ 春キャベツ 1/４個
(調味料)白だし 大２ 酒・みりん・しょう油
各大 1 水 200cc

【作り方】
1. 豚バラ肉は２㎝位の長さ、春キャベツは食
べやすい大きさに切る。

2. フライパンに油をひき、豚バラ肉をよく炒
める。

3. ２に春キャベツを加えて炒め、水と調味料
を加え、蓋をして中火で 10 分位煮る。

【作り方】
１．いちごを洗う。
２．いちごくらいの大きさにあんこを丸める。
３．求肥材料をボールに入れてホイッパーで混ぜ合わせ

る。（ホットケーキの生地くらいを目安に水を調整）
４．ラップをして 600wで 2 分加熱をして取り出して

ヘラで素早くよく混ぜる。再度ラップをして 30 秒～
1分加熱する。（硬さを調整する）

５．片栗粉を敷いた台に取り出し、片栗粉を全体にまぶし
余分な粉を落としながら平たくして 6等分する。

６．５.を一つずつ平たく伸ばしてあんこを包む。
７. キッチンバサミで切り込みを入れていちごを入れる。

【材料 6個分】
いちご 6個 あんこ 片栗粉
(求肥材料)白玉粉 80ｇ
砂糖 大 1 水 100cc~

いちご大福

頂上は 360 度の展望！
相生湾が一望できます。

おススメお出かけスポット岩屋谷公園から天下台山へ

岩屋谷公園から天下台山まではゆっく
り歩いて 1時間ほど。遊歩道を 15分
ほど進んでいくと登山口があります。
遊歩道わきには東屋もあり、寄り道も
できます。
登山道はたいへんよく整備されている
のでとっても安心。とは言っても山で
すので、帽子と水分補給をお忘れなく。
頂上に着くと、ご褒美の眺望が待って
います。
春の一日、ご家族で訪れてみませんか。

岩屋谷公園は相生市を代表
する桜の名所。
とっても広いのでゆったり
と過ごすことができます。お
弁当持参でどうぞ。


