
日 曜日 行  事  名 対 象 者 内    容 時  間 会  場 問合せ先
7 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

9 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
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
かるがもスクール うさぎ レクリエーション＆トーク広場 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 コロナ感染対策をしながら、食事提供 １７：３０～ 夕やけ莊2階 090-2284-4812

かるがもスクール コアラ
レクリエーション＆小麦粉粘土　　　　　　　　　　　　　
※要申込5/10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

かるがもスクール コアラ 親子リトミック　※要申込5/11まで １０：００～１１：2０ 子育て学習センター 同左

ストリートダンス 3歳～一般 リズムにのって楽しくダンス １０：００～１１：３０ 陸公民館 同左
ファミリースポーツフェア 市内小学生以下とその保護者 各種スポーツ用具を設置して開放します ９：３０～１１：３０ 市民体育館２階 体育振興課

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

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

かるがもスクール コアラ 親子体操　※前期申込5/11まで １０：００～１０：４５ 子育て学習センター 同左
９：３０～１２：００

１３：００～１５：３０

かるがもスクール あひる 手形アート １０：００～１１：３０ 子育て学習ｾﾝﾀｰ 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 安産のための骨盤ケア教室　※要申込5/11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・一般 楽しく囲碁を覚える ９：３０～１１：３０ 陸公民館 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

21 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

【５月】

8 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

10 水

11 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

12 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

13 土

14 日

15 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

16 火

17 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

18 木

19 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

20 土

２０２3

No.113
※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。

5/７～7/６
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

 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

☆
問    
合  
せ      
先 
☆

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） 

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



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

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

かるがもスクール コアラ お家で簡単パン作り　※要申込5/17まで １０：００～１2：００ なぎさホール 子育て学習センター

９：３０～１２：００

１３：００～１５：３０

かるがもスクール うさぎ
親子ふれあい遊び＆おもちゃ作り　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
※要申込5/18まで

１０：００～１１：３０ 子育て学習ｾﾝﾀｰ 同左

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、食事提供 １７：３０～ 夕やけ莊2階 090-2284-4812

９：３０～１２：００

１３：００～１５：３０

かるがもスクール コアラ 親子リトミック １０：００～１１：2０ 子育て学習センター 同左
27 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、食事提供 １２：００～１３：００ ｷｯﾁﾝにこにこ 090-2284-4812

28 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

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

かるがもスクール どなたでも
かるがも　まーけっと　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
※出店者要申込5/8～5/12まで

１０：００～１3：００ 子育て学習センター 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
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 あひる わらべうた＆レクリエーション 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・一般 楽しく囲碁を覚える ９：３０～１１：３０ 陸公民館 同左
じゃがいも掘り体験 子供・大人 １区画８００円（５株程度） １０：００開始 ふるさと交流館 ２９－１０１０

4 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

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

わいわいひろば相生 ０～就学前・保 自由遊び･絵本の読み聞かせ･
工作（てるてる坊主）＜参加費無料＞　

１０：００～１１：３０
コープデイズ相生1F
｢コープのつどい場｣

コープこうべ
第7地区本部

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

かるがもスクール マタニティ 簡単スタイ作り　※要申込6/6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

かるがもスクール コアラ お母さんのためのエクササイズ＆幼稚園
別トーク広場※要申込6/1まで

１０：００～１１：３０ 子育て学習ｾﾝﾀｰ 同左

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、食事提供 １７：３０～ 夕やけ莊2階 090-2284-4812

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
かるがもスクール コアラ 親子リトミック １０：００～１１：2０ 子育て学習センター 同左

10 土 ストリートダンス 3歳～一般 リズムにのって楽しくダンス １０：００～１１：３０ 陸公民館 同左
11 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

13 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

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
かるがもスクール うさぎ お家で簡単パン作り　※要申込6/7まで １０：００～１２：００ なぎさホール 子育て学習センター

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 マタニティヨガ＆産前産後の話　※要申込6/8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

【５月】

22 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

23 火

24 水

25 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

26 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

29 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

30 火

31 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

【6月】

1 木

2 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

3 土

5 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

6 火

7 水

8 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

9 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

12 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

14 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

15 木

16 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

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

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 パネルシアター １１：００～１１：３０ 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

かるがもスクール コアラ 親子体操 １０：００～１０：４５ 子育て学習センター 同左

21 水 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

かるがもスクール あひる 親支援講座　※要申込6/15まで １０：００～１１：３０ 子育て学習ｾﾝﾀｰ 同左

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、食事提供 １７：３０～ 夕やけ莊2階 090-2284-4812

９：３０～１２：００

１３：００～１５：３０

かるがもスクール コアラ 親子リトミック １０：００～１１：2０ 子育て学習センター 同左

24 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、食事提供 １２：００～１３：００ ｷｯﾁﾝにこにこ 090-2284-4812

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

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

かるがもスクール コアラ 親子遊び １０：００～１１：３０ 子育て学習ｾﾝﾀｰ 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 うさぎ 七夕会　※要申込6/22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

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・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

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

わいわいひろば相生 ０～就学前・保 自由遊び･絵本の読み聞かせ･
工作（ｵﾘｼﾞﾅﾙうちわ）＜参加費無料＞　

１０：００～１１：３０
コープデイズ相生1F
｢コープのつどい場｣

コープこうべ
第7地区本部

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

かるがもスクール マタニティ 七夕会　※要申込6/2８まで １０：００～１１：３０ 子育て学習ｾﾝﾀｰ 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 あひる 七夕会　※要申込6/29まで １０：００～１１：３０ 子育て学習ｾﾝﾀｰ 同左

【6月】

17 土

18 日

19 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

20 火

22 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

23 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 日

26 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

27 火

28 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

29 木

30 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

【７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

4 火

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

6 木

※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。

『ピーターラビットのおはなし』

ビアトリクス・ポター／さく・え

いしいももこ／やく

福音館書店

いたずらっ子のピーターはお母さんの言うことを聞かず、マク

レガーさんの畑にしのびこみます。おなかいっぱい野菜を食べ

てやりたい放題。

すると、マクレガーさんに見つかってしまいました！ピーターは

どうなってしまうのでしょうか！？

手のひらサイズの絵本です。

『にんじんのたね』

ルース・クラウス／さく

クロケット・ジョンソン／え

おしおたかし／やく

こぐま社

男の子がにんじんのたねをまきました。

家族からは「めなんかでないよ」と言われても、まいにち草をと

り、水をかけてあげます。

すると、ある日・・・。

にんじんいろの小さな絵本です。



こども食堂「夕やけ食堂」では、コロナ対策としてお弁当の配布を行っていましたが、5月より感染対策を
取りながらみんなでいっしょに食事をすることになりました。いろんな世代の人と楽しく食事の時間を過ご
すことで、子どもたちの心は豊かに育っていきます。お気軽に足を運んでみませんか。

【古池食堂】古池本町 5-19 あいおい夕やけ食堂

5月11日（木）・25日（木）・6月8日（木）・22日（木）

＊食事開始 17時 30 分

【旭食堂】旭 4丁目 キッチンにこにこ

5月 27日（土）・6 月 24日（土）

＊12時～13 時

こども無料（３歳以上中学生以下）
高校生以上 300円

こども食堂はボランティアで
成り立っています。食材等の
ご協力がいただければあり
がたいです。また、お手伝い
下さる方も募集中です。子ど
もたちの笑顔をいっしょに探
しましょう。

みんなと食べると楽しいな❤あいおい夕やけ食堂

問い合わせ

090-2284-4812（平井）

暑い夏の一日を
泥んこになって
楽しみませんか！

〇第 17回どろんこフェスティバル

日時：7月16日（日） 雨天予備日17日（月）
7時半受付 8時開会

場所：若狭野小学校西隣の田んぼ
申込方法：6月に入ってから市民体育館で

申し込み用紙を配布予定
問い合わせは☎28-0756（野勢）まで

主催：スポーツクラブわかさの

〇ふるさと交流館 農業体験 （要予約）

1年を通していろいろな体験ができます。
（どなたでも申し込めます）

・たけのこ掘り
日時：今年度は終了。

2024年度は 4月最終の土日予定
・じゃがいも堀り
日時：6月 3日（土） 雨天予備日 4日（日）

受付9時半～ 開始 10時
料金：800 円/1 区画（5株程度） 定員：30 組

・さつまいも掘り
日時：9月 23日（土） 雨天予備日24日（日）
料金等：お問い合わせください

-お問い合わせ先： ふるさと交流館-
（☎0791‐29‐1010）

※道具等は用意してあります。服装・手袋は各自でご
用意ください。

親
子
で
初
夏
味
ク
ッ
キ
ン
グ

【作り方】
１．じゃがいも、にんじんは皮付きのまま千切りに、

玉ねぎは皮をむいて千切りにする。ベーコンは短
冊切りにする。

２．ボールに１．と塩、こしょう、片栗粉を入れて
よく混ぜる。

３．フライパンを温めサラダ油をひき、２．を円形に
形を整えながら並べ、焼き目がつくまで焼く。

４．裏返してしっかり焼く。
５．器に盛り、好みでパセリを添える。

じゃがいもとにんじんのおやき

【材料２人分】じゃがいも中 1個 にんじん 1/2 本
玉ねぎ 1/4 個 ベーコン２枚 パセリ適宜
片栗粉大 1・1/2 塩、こしょう少々 サラダ油大２

【作り方】
1. グリーンピースは塩ゆでし、豆腐は食べやすい
大きさに切り、カニカマはほぐしておく。

2. 調味料を煮立て、豆腐を入れて少し煮てから
器に盛る。

3. グリーンピースとカニカマを２．の調味料に
4. 入れて煮る。
5. 水溶き片栗粉を３．に入れてとろみをつけ、豆腐
にかけて出来上がり。

【材料２人分】グリーンピース(むき身)50g
絹こし豆腐 1/２丁 カニ風味カマボコ 70g
(調味料)出汁 150cc 酒大 1 醤油小 1 みりん小 1
片栗粉小 1 塩適量

グリーンピースと豆腐のあんかけ


