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こどもは地域のたからもの

発行

特定非営利活動法人

よか隊

毎月、筑紫野市の子育て情報をお届けします。どうぞよろしくお願いいたします。＊開催地、時間等が変更になっている場合や、会費、受講料や持参するお道具等（お弁当）などが必要な場合があります。詳しいことは、各団体にお問合せの上ご参加ください。

日

月

火

水

木
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1

土

2

3 ☷ちいくまちゃんおはなし会
15：00～15：10
☷おおくまちゃんおはなし会
15：15～15：30
ちくしの子ども劇場（中学生以上）
「悔悟の記録-ある憲兵のものがた
る」大野城まどかぴあ
18：30～

✹みんなの食堂

17：00～20：00

☆りんごの木おはなし会

✜二日市東コミュニティセンター ⏅御笠コミュニティセンター ☂筑紫コミュニティセンター ▲筑紫南コミュニティセンター

◇よちよちカフェ

10：00～12：00

□二日市コミュニティセンター ◎山家コミュニティセンター♪筑紫野市生涯学習センター女性情報プラザ ◆京町児童センター

☂ちくしの子育ち応援団はっぴい
みんなの広場
10：00～11：30

11：00～11：20
◎やまえ文庫ありんこの会おはなし会
①11：30～12：30 ②14：30～17：00

★筑紫野市文化会館

☆筑紫野市生涯学習センター

■カミーリヤ ☺カミーリヤプレイルーム ❥山口コミュニティセンター

☷筑紫野市民図書館おはなしのへや ◇岡田隣保館ログハウス ❢筑山中学校 ∞太宰府 J ボール

☀はらっぱの会おはなし会
11：00～11：30

◆京町児童センター ☷筑紫野市民図書館おはなしのへや
❤大宰府市いきいき情報センター

◇岡田隣保館ログハウス

☺ふれあいサロン
①9：30～12：00②13：30～16：00
☷赤ちゃんと絵本の会まんまるおは
なし会（0・1・2 歳）

＜記号は右下にもあります＞
4

5

☷にこにこくらぶ
おはなし会 11：00～11：20

♠筑紫野市「障害」児・者問題を考える会
造形教室
16：00～20：00
☆もこもこタイム

9：30～11：30

□英語サークル「Apple」
キンダークラス
エレメンタリークラス

6
✜赤ちゃんタイム

9：30～11：00

7

8

■育児相談 筑紫野市健康推進課

✹みんなの食堂

☷ぽん太おはなし会

11：30～12：00

17：00～20：00

☂ちくしの子育ち応援団はっぴい
みんなの広場
10：00～11：30
☀すこやか広場

11：00～12：00

☷にこにこくらぶ
おはなし会 11：00～11：20

12
✿筑紫野市「障害」児・者問題を考える会
ミュージックスペース
音楽教室 ラララ 17：00～

13

14

15 ✹みんなの食堂

☂筑紫コミありさんおはなし会
（金のすず） 0.1.2 歳
11：00～11：20

■赤ちゃんタイム

■多胎児サークルまんまるスマイル

⏅もこもこタイム

9：30～11：30

☷りんごの木おはなし会
11：00～11：20
❥わくわく教室
2 歳児 10：00～11：30

18

19

20

☷にこにこくらぶ
おはなし会 11：00～11：20

♠筑紫野市「障害」児・者問題を考える会
造形教室 16：00～20：00

☀はらっぱの会おはなし会
11：00～11：30
☷りんごの木おはなし会
11：00～11：20
□ちくし教育を考える会
ちくしのティータイム 10：00～12：00
❥わくわく教室
2 歳児 10：00～11：30
♠筑紫野市「障害」児・者問題を考える
会 ハンドメイド教室＆ハンド・
デコルテマッサージ 10：00～14：00

▲もこもこタイム

9：30～11：30

□英語サークル「Apple」
キンダークラス
エレメンタリークラス

15：30～
16：30～

＜カミーリヤプレイルーム休館日＞

25

♠筑紫野市「障害」児・

者問題を考える会
カットイベント 11：00～
☂筑紫よかまち協議会
にぎやかな日曜日
11：00～12：00
☷にこにこくらぶ
おはなし会 11：00～11：20

26
■もこもこタイム

9：30～11：30

□英語サークル「Apple」
キンダークラス
エレメンタリークラス

15：30～
16：30～

9

10 ☀はらっぱの会おはなし会

∞筑紫野市「障害」児・者問題を考える
会
ボーリング教室
17：30～

11：00～11：30
筑紫野市「障害」児・者問題を考える会
学習会 教育フォーラム
プラムカルコア太宰府
9：00～

◎チビッコザウルス

10：30～12：00

9：30～11：00
☷りんごの木おはなし会
11：00～11：20
☺りんごの木おはなし会
11：00～11：20
❥わくわく教室
1 歳児
10：00～11：30
□さくらんぼ＆ちぇり-英語の日
1 歳半～3 歳
10：10～10：50
6 ヶ月～1 歳半
11：10～11：40

21

⏅みかさすくすく
11：00～12：00
筑紫野市「障害」児・者問題を考える会
見学学習会 篠栗アップルファーム
10：00～
現地集合（詳細要問合せ）
☷金のすずおはなし会 (0.1.2 歳)
①11：00～ ②11：40～
▲ちくし教育を考える会
発達凸凹の親の会
10：00～12：00
□さくらんぼ＆ちぇり-音楽の日
1 歳半～3 歳
10：10～10：50
6 ヶ月～1 歳半
11：10～11：40

27 ♪ちくし教育を考える会

28

筑紫野ブロック会 10：00～13：00
♠筑紫野市「障害」児・者問題を考える
会 ハンドメイド教室＆ハンド・
デコルテマッサージ 10：00～14：00
☺ふれあいサロン
①9：30～12：00②13：30～16：00
☷りんごの木おはなし会
11：00～11：20
❥わくわく教室 2 歳児 10：00～11：30

■赤ちゃんタイム

9：30～11：00

❥わくわく教室
1 歳児

10：00～11：30

◎やまえ文庫ありんこの会おはなし会
①11：30～12：30 ②14：30～17：00
☺ふれあいサロン
①9：30～12：00②13：30～16：00
⦿おもちゃ図書館赤ずきん
10：30～12：00
□親子リズム
10：00～12：00
☷金のすずおはなし会 (0.1.2 歳)
①11：00～②11：40～
☆りんごの木おはなし会
11：00～11：20

子育てダイヤリーは
上記のＱＲコード（よか隊の
ホームページ）よりダウンロ
ードできます。

11

カンガルー農園

10：00～

農業プロジェクト

□さくらんぼ＆ちぇり-音楽の日
1 歳半～3 歳
10：10～10：50
6 ヶ月～1 歳半
11：10～11：40

15：30～
16：30～

農業プロジェクト

①10：30～②11：10～

①9：45～10：30 ②13：00～14：00
☷りんごの木おはなし会
11：00～11：20
❥わくわく教室
2 歳児 10：00～11：30

筑紫野市「障害」児・者問題を考える会
新年会 場所 二日市笑井 18：30～
（詳細 会費等は要問合せ）

17：00～20：00

16

カンガルー農園

10：00～
ダンス教室 永岡隣保館
19：00～
★ちくしの子ども劇場低・高学年例会
「小さい”つ”が消えた日」18：30～
☷ちいくまちゃんおはなし会
15：00～15：10
☷おおくまちゃんおはなし会
15：15～15：30
☷金のすずおはなし会
(幼児・小学生)
11：00～11：30
アクティブ・ペアレン ディング 共育サ
ポート （ＡＰカフェ） 10：00～12：00

17
✜ 筑紫野市「障害」児・者問題を考え

10：30～12：00
❤Ｎっこクラブカンガルーの親子
カンガルー広場
10：30～12：00

◎やまえ文庫ありんこの会おはなし会
①11：30～12：30 ②14：30～17：00
☺ふれあいサロン
①9：30～12：00②13：30～16：00

✜もこもこタイム

9：30～11：30
☂ちくしの子育ち応援団はっぴい
みんなの広場
10：00～11：30
☀赤ちゃんと絵本の会まんまる
おはなし会
11：00～11：30

◎チビッコザウルス

☆りんごの木おはなし会
11：00～11：20
□親子リズム
10：00～12：00

☷おおくまちゃんおはなし会
15：15～15：30

22

23

24 ◆不登校の親がつどう会

∞筑紫野市「障害」児・者問題を考える
会
ボーリング教室
17：30～
◎やまえ文庫ありんこの会おはなし会
①11：30～12：30 ②14：30～17：00
❥もこもこタイム
9：30～11：30

ティータイム
13：30～16：00
筑紫野市「障害」児・者問題を考える会

✹みんなの食堂

17：00～20：00

☂ちくしの子育ち応援団はっぴい
みんなの広場
10：00～11：30
☀ぶっくままプチおはなし会
11：00～11：30

10：30～12：00

◎チビッコザウルス 10：30～12：00
□親子リズム
10：00～12：00
☆りんごの木おはなし会
11：00～11：20
□親子リズム
10：00～12：00

♠かんがるーはうす ✿オーガニックパパユニティー

る会

スポーツ教室 永岡隣保館
14：00～16：00

農業プロジェクト

カンガルー農園

10：00～
☷ちいくまちゃんおはなし会
15：00～15：10

農業プロジェクト

カンガルー農園

10：00～
⦿おもちゃ図書館赤ずきん
10：30～16：00
（⦿陽だまり広場
10：30～14：00）
☷ちいくまちゃんおはなし会
15：00～15：10
☷おおくまちゃんおはなし会
15：15～15：30

☀筑紫南コミュニティセンター図書室

⦿二日市コミュニティセンター本館裏 1F ボランティアルーム ✹CAFÉ MUSUBI

□さくらんぼ＆ちぇり-英語の日
1 歳半～3 歳
10：10～10：50
6 ヶ月～1 歳半
11：10～11：40

＊カミーリヤプレイルームは 12/19（月）を除く 9：00～19：00 まで開放しています
＜記号は左上にもあります＞

★筑紫よかまち協議会 次世代育成部会

子育てサークル

筑紫よかまち協議会事務局（092-577-6654）

★ちくしの子育ち応援団はっぴい
＜みんなの広場＞

080-3222-4267 （白垣）

未就園児親子のための“ほっと一息”の場です。遊んだりおし
ゃべりしたり、不安を相談したり・・・予約はいりません。い
つ来ていつ帰ってもＯＫです。参加費

★親子リズム 080-1748-5522（中野）会費あり

1 家族 100 円

親子でリズム体操や読み聞かせや育児相談をしています。

筑紫地域 11 行政区の自治会をはじめとする各種団体によっ
て構成された自治組織（コミュニティ運営協議会）です

★N っ子クラブ カンガルーの親子
n-kan-oyako@qm.moo.jp (登山)

おはなし会

絵本の読み聞かせ

★カミーリヤプレイルーム 092-920-8611（健康推進課）
9：00～19：00 まで開放。第 1～3 金曜日 第 4 火曜日（祭日
を除く）
【9：30～12：00

13：00～16：00】子育て支援セン

図書館で読み聞かせをしています。

ターの職員が常駐して育児相談などに応じます。

開催地は裏面のカレンダーの記号を参照

0 歳～未就学児とそのご：家族

★みるくまちゃん （乳児、0、1、2 歳）

子ども食堂

1500ｇ未満の未熟児で生まれた赤ちゃんとそのご家族の為の会

★ちいくまちゃん （4 歳くらいまで）

1958-akazukin-1115.s33@ezweb.ne.jp（大山）

です。病気や障害を持って生まれたお子さん、発達や育児に不

★おおくまちゃん （5 歳くらいから）

子ども達が食育を学び、自ら子ども食堂でお手伝いをして社

障がいのある子も、ない子も共に育ちあうところです。どなた

安がある方、NICU 入院中・卒業された方も OK です。

★りんごの木

会性を学び、コミュニケーション能力及び自立を応援してい

★おもちゃ図書館赤ずきん

でも参加できます。おもちゃを貸し出しています。無料

★ちびっこザウルス 090-5737-2018（吉開）

文化・芸術

（乳児、0、1、2 歳） 開催地が複数あり

ます。注意して開催地の記号をご覧ください。

★ちくしの子ども劇場

★にこにこくらぶ （乳児、0、1、2 歳）

092-925-5630

★筑紫野市「みんなの食堂」

事前連絡先 922-3818

きます。
（毎週木曜日）運営・筑紫野市子ども食堂運営委員会

開催地一覧

内容の問合せは主催団体にお願いします。

就園前の親子のふれあい、子供と親同士の交流の場です。ぜひ

子供と大人が共に豊かに育ちあう広場として親子で観る鑑賞会

★金のすず （0 歳～小学校） 開催日時により対象年齢がち

筑紫野市文化会館

092-925-4321

参加してみませんか？無料です。

と、子供の自主活動を行っています。お芝居、劇などを通して

がいます。詳しくはカレンダーを参照

筑紫野市生涯学習センター

092-918-3535

子供の創造性を豊かにはぐくみます。

★筑紫コミありさんおはなし会（金のすず）

カミーリヤ

092-920-8000

★ぽん太（0・1・2 歳）

二日市コミュニティセンター

092-920-5123

★赤ちゃんとえほんの会 まんまる（乳児、0、1、2 歳）

二日市東コミュニティセンター

092-918-5600

★はらっぱの会

筑紫南コミュニティセンター

092-919-8400

★みかさすくすく （未就園児）

山口コミュニティセンター

092-922-2551

手作りの楽しい人形劇を出前いたします。

★やまえ文庫 ありんこの会 （0 歳～大人）

御笠コミュニティセンター

092-922-2601

少ない人数でも OK。ぜひお問合せください。

★ぶっくままプチのおはなし会（0 歳～大人）

山家コミュニティセンター

092-926-2809

★よちよちカフェ （赤ちゃん）

筑紫コミュニティセンター

092-926-2913

京町児童センター

092-922-4919

大宰府市いきいき情報センター

092-928-5000

★多胎児サークル（ふたご・みつご）の会まんまるスマイル
筑紫野市社会福祉協議会

092-920-8008

会費

1 歳～3 歳

1000 円/１人、
4 歳～大人

多胎児、双子、三つ子ちゃんとプレママ（妊娠中のママ）さん

会金一人 300 円/１人。未就園児向けサロン

の会です。多胎児の子育ての悩みや困ったことを相談しません

ります。詳しくはお電話ください。

か？イベント活動もしています。
（1 家族

100 円）

★筑紫野市「障害」児・者問題を考える会
092-984-1955（大島）

1300 円/１人

げん kid’s もあ

人形劇

誰もがこの地域で「共に育つ」「共に生きるために、障がい児、

★人形劇むくむく

090-1345-0512(砥綿)

障がい者の支援・相談をしています。各種勉強会、イベントを

★人形劇づくんぼ

090-7380-2409（八尋）

実施中。お気軽にご参加ください。

★おもちゃ図書館赤ずきん臨時開館

入

（0 歳～大人）

筑紫野市子育て支援センター

講座・レッスン

092-922-7287

★わくわく教室 092-921-5717（築地）対象 1 歳半～2 歳児

★もこもこタイム （予約なし）

筑紫野市民図書館

092-928-4343

障がいのある子のお母さん達が中心となって不定期で障が

体操、手遊び、うた、制作、運動あそび、年齢に応じた幼児

ままごと、ブロック、絵本など親子やお友達と自由にあそぶ広場

筑紫南コミュニティセンター図書室

092-927-1216

児のためのサロンを開催しています。心温まる手作りのおもち

を保育士でサポートしています。年齢に応じてクラス分けをして

です。好き時間に参加して帰ることができます。

筑山中学校

筑紫野市下見 585

ゃも好評です。おもちゃ貸出無料

います。詳しくはお問合せください。

★赤ちゃんタイム

筑紫小学校

筑紫野市筑紫 531

★親子ふれあい音楽＆英語

はじめて育児をするママ、友達を作りたいママなど気軽に

かんがるーはうす 考える会事務所

★陽だまり広場 machi32-m@ac.csf.ne.jp (宮本)

教育

さくらんぼ＆ちぇりー

0 歳～6 歳（未就学児）の障がい児とそのママの為の遊びの場で

090-9603-4355 （塚本）

参加ください。育児相談もできます。

（筑紫野市下見 384-3）

す。悩んだり不安になったりしていませんか？同じ悩みを持つ

子供の大事な成長の時期に、音楽と英語を親子で楽しく学びな

対象：筑紫野市在住の 2 ヶ月～11 ヶ月の子どもと親

オーガニックパパユニティー

ママ達と話しをしたり、お友達を作って楽しくすごしましょう。

がら、親子のふれあいを通して、豊かな心をはぐくみます。

＊対象児の兄弟、姉妹の参加はできません。

筑紫野市

おもちゃ図書館臨時開館にて開催（無料）

事前予約・参加費が必要です。

★不登校の親がつどう会 ティータイム
090-1193-2315 （多田）

つどいの広場「つくしのこ」

★英語サークル「Apple」 090-1974-0563（ケリー博子）

092-408-7776

好きな時間に来て、お部屋の玩具で自由に遊ぶ広場です曜日

歌や簡単なゲームを使って英語に触れていきます。エレメンタ

によって、絵本の読み聞かせや赤ちゃん広場、わらべうた、

不登校の子供を持つ親が集まって、お茶を飲みながら、おしゃ

リークラスではアルファベットの書き方も入れていきます。キ

おたのしみ、おしゃべり広場等を開催しています。

べり会をしています。

ンダークラス

３歳～未就学、エレメンタリークラス

詳しくはお問合せください。駐車場に限りがあります。

年～3 年生。

事前登録・参加費必要です。

★ちくし教育考える会 080-1772-4759（中尾）
＜筑紫野ブロック会＞異年齢の子供を持つお母さんが集まって、

小学 1

★アクティブ・ペアレンディング共育サポート

（土日、祝日、年末年始、10/6、3/30 休み）

筑紫野市健康推進課

ＴＥＬ 092-920-8611

「みんなの食堂」

092-984-1955

筑紫野市永岡 182-2
（café MUSUBI）

筑紫野市上古賀 3 丁目 1-1
発行：

特定非営利活動法人

〒818-0041
電話

092-922-3818
よか隊

筑紫野市上古賀 3－1－1

092-922-3818（ＦＡＸ兼用）

電話 092-922-3818（ＦＡＸ兼用）

＊お知らせ

Ｈ29 年 9 月 1 日より筑紫野市「こども食堂」から「み

んなの食堂」に名称を変更しました。ボランティアさん募集中。

子育ての問題や対策について、楽しいおしゃべりをしています。

AP カフェ

参加費

アメリカ発祥の親の教育プログラムです。0 歳から 20 歳までの

子育てについての心配や不安、悩みなど、保健師、助産師、

す。子どもも大人もどなたでも参加 OK です。ボランティア希望の

子供の療育や教育にかかわっている方ならどなたでも参加でき

管理栄養士、看護師、歯科衛生士、保育士が内容に応じて対

方はご予約をお願いします。
（開催日

ます。1 週間前までにご予約・開催場所はお問合せください。

応いたします。予約不要。持参するもの：母子健康手帳

250 円

090-3662-3870 （野口）

★育児相談 対象 就学前までの子どもとその保護者

1 時間お手伝いしていただくとお食事代（300 円）が無料になりま

毎週木曜日 17：00～20：00）

担当：福永

電話

092-922-3818

