
日付

1.開館時間は9：00～15：30です。 ★ は事前申し込みが必要です。行事申し込みは ★1日★からとさせていただきます。
2.活動の他に自由遊びは毎日行っております！また戸外での活動が雨天の場合は自由遊びに変更になります。
3.活動内容に関わらずみるくでは常に自由遊びをしています。お気軽にお越しください。
4.活動内容が変更になる場合はメールにてお知らせいたします。

2
26

身体測定／
発達相談

お子様の身長、体重を計測して成長を共有しま
しょう。

6
ドリームイング
リッシュ

歌やゲームを通して、英語に楽しく触れることが
できます！

行事 内容 備考

19 親子ヨガ
お母さんだけでなく、お子さんとも一緒に楽しめ
るヨガです。丁寧に呼吸を繰り返して心も体もリ
フレッシュしましょう。

10組限定

29
スクラップ
ブッキング

お子さまとの思い出の写真を可愛らしくアレン
ジして世界に一つだけのアルバムを作りましょう
♪

参加費500円
当日現金

9
看護師講座/
ベビーマッ
サージ

今回の講座の内容は「プール熱・はやり目」と
なっております。ベビーマッサージも一緒にご参
加お待ちしております。

15
親子deフィッ
トネス

楽しい音楽に合わせて親子で一緒に体を動か
して心もリフレッシュしましょう！

＊2020年7月みるく活動予定

日 月 火 水 木 金 土

折り紙遊び
9:00～15：30

身体測定/発達相談
①　9:30～12:30
②13:30～15:30

1 2

水遊び
10：00～11：00
11：00～12：00
（先着１０組ずつ）

ドリームイングリッシュ
10：00～10：30

2歳児
10：30～11：00
0．1歳児

看護師講座/
ベビーマッサージ
1０：３０～11：３０

マタニティヨガ
１０：３０～１１：１０

エアー滑り台
９：００～１５：３０

5 6 7 8 9

UVレジン
①10：00～11：00
②11：00～１２：００
（②は妊婦さん限定）

水遊び
10：00～11：00
11：00～12：00
（先着１０組ずつ）

自由遊び
9:00～15:30

親子deフィットネス
10：00～10：45
1歳5カ月～3歳
11：00～11：45
2ヶ月～1歳4か月

水遊び
10：00～11：00
11：00～12：00
（先着１０組ずつ）
親子ヨガ締め切り

12 13 14 15 16★

親子ヨガ
10：30～11：30
10組限定

リンパマッサージ締め切り

リンパマッサージ
9：20～13：20
12組限定

自由遊び
9：00～15：30

19★ 20 21 22 23

遊びに来てね！

身体測定/発達相談
①　9:30～12:30
②13:30～15:30
心理士・栄養士来園
多肉寄せ植え教室締め切り

多肉寄せ植え教室
10：00～11：30

6組限定

自由遊び
9：00～15：30
スクラップブッキング

締め切り

スクラップ
ブッキング

10：30～11：30
誕生会締め切り

誕生会
10：30～11：30

26 27★ 28 29★ 3０★

若林公民館わかば保育園

石橋高

ファミリーマー

しもつけ腎

内科クリニック

←至 壬生 上三川

●親子で楽しく遊ぶ場所です。小学校就学前のお子様と保護者が対象です。

お子様の遊びを広げる場、保護者同士の交流を広げる場、子育ての輪を広げる場としてご利用ください。

●開館日 月曜日から金曜日 9時～15時30分 休館日は土日祝祭日・年末年始

●利用には登録が必要です。登録には防犯対策の為、名札(キャッシュレス200円)を購入していただきます。この名札は

来館の度につけていただきます。●お住まいの地域は問いません。市外の方もお気軽にご利用ください。

＊新型コロナウイルスの影響

で予定が変更になる場合がご

ざいます。予め了承ください。

＊UVレジン＊７月１２日（火）＊ ＊マタニティヨガ＊7月8日（木）＊

レジンで可愛い髪ゴムやピン止め

を一緒に作りませんか？初心者の方

でも簡単に作れます！たくさんの参

加をお待ちしています♪

★ご不明な点はお問い合わせください。0285－39－6305(わかば保育園内) 

★水遊び★ 7月５日（月）、13日（火）、16日（金）
今年も水遊びを行います！感染症対策とし

て10：00～11：00、11：00～12：00と時間

を分けて先着10組で行いますので、ご了承く

ださい。参加お待ちしています♪

☆持ち物☆ 水着、濡れても良い帽子、バスタオル

オムツ（通常の物でも大丈夫です）飲み物、着替え

☆今月のマタニティイベント☆

一緒に体を動かしてリフ

レッシュしませんか？体重制

限や動かす機会がない方！ぜ

ひご参加ください。

（参加費￥１０００）



日付

1.開館時間は9：00～15：30です。 ★ は事前申し込みが必要です。行事申し込みは からとさせていただきます。
2.活動の他に自由遊びは毎日行っております！また戸外での活動が雨天の場合は自由遊びに変更になります。
3.活動内容に関わらずみるくでは常に自由遊びをしています。お気軽にお越し下さい。
4.活動内容が変更になる場合はメールにてお知らせさせていただきます。

遊びに来てね！

マタニティ
マッサージ

10：00～11:40
5組限定

多肉寄せ植え教室
１０：００～11：30

30★ 31★

親子ヨガ
10：30～11：30
多肉寄せ植え教室

締め切り

ドリームイングリッシュ
10：00～10：30

２歳児
10：30～11：00
0．1歳児

自由遊び
9：00～15：30

身体測定/発達相談
①　9:30～12:30
②13:30～15:30
誕生会締め切り

誕生会

10：30～11：30
多肉寄せ植え教室/

マタニティマッサージ締め切り

23★ 24 25 26 ２７★

スクラップ
ブッキング

10：30～11：30

水遊び
１０：００～１１：００
１１：００～１２；００

（先着１０組ずつ）

ハーバリウム
ボールペン作り
①１０：００～１１：００
②１１：００～１２：００

②妊婦限定

ボールプール
9:00～15:30

リンパマッサージ
9：20～13：20
親子ヨガ締め切り

16★ 17 18 19 ２０★

水遊び
１０：００～１１：００
１１：００～１２；００
（先着１０組ずつ）

看護師講座/
離乳食講座

10：30～11：30

おはなし会
①10：00～　②11：00～
③13：30～　④14：30～

プラバン制作
9：00～15：30
スクラップブッキング締め切り

9 10 11 12 13

親子deフィットネス
10：00～10：45
1歳5か月～3歳
11:00～11：45
2か月～1歳4ヶ月

水遊び
１０：００～１１：００
１１：００～１２；００
（先着１０組ずつ）

夏の制作
9：00～15：30

身体測定/発達相談
①　9:30～12:30
②13:30～15:30

エアー滑り台
9：00～15：30

2 3 4 5 6

　　＊2020年8月みるく活動予定＊
★　２日　★

日 月 火 水 木 金 土

31
多肉寄せ植
え教室

暑い夏に涼しい緑の多肉寄せ植えはいか
がですか？興味がある方は、ぜひ参加して
みてください♪

27 誕生会
今回は、スイカ割風のお楽しみ会を行いま
す。お子様と夏の思い出をぜひ作ってくださ
いね！

12 おはなし会
4部制でパネルシアターや大型絵本の読み
聞かせを行います。みんなで物語の世界に
飛び込もう！

16
スクラップ
ブッキング

お子さまの思い出の写真を可愛らしい装飾
を使ってアルバムにしましょう♪

5
26

身体測定／
発達相談

お子さまの身長・体重を計測し一緒に成長
を共有しましょう。子育てや発達の悩みも
気軽にご相談ください！

11
看護師講座/
離乳食講座

今回の講座の内容は、夏に発生しやすい
「とびひ・あせも」についてです。離乳食講座
も一緒に参加してくださいね！

行事 内容 備考

●親子で楽しく遊ぶ場所です。小学校就学前のお子様と保護者が対象です。

お子様の遊びを広げる場、保護者同士の交流を広げる場、子育ての輪を広げる場としてご利用ください。

●開館日 月曜日から金曜日 9時から15時30分 休館日は土日祝祭日・年末年始

●利用には登録が必要です。登録には防犯対策の為、名札（キャッシュレス200円）を購入していただきます。

なお、この名札は来館の度に付けて頂きます。

●お住まいの地域は問いません。市外の方もお気軽にご利用ください。

若林公わかば保育

石橋高校

ファミリーマート
しもつけ腎

内科クリニック
←至 壬 上三川 至

子育て支援センター

お盆期間もみるくは

開館しています。

★ご不明な点はお問い合わせください。0285-39-6305(わかば保育園内）

＊水遊び 3日（火）、10日（火）、17日（火）

8月もみるくで水遊びをしましょう♪プールは10:00～11:00、11:00～
12:00と時間を分けて行います。参加をお待ちしております。
※雨天の場合、室内で自由遊びに変更になります。
★持ち物★
水着、汚れても良い帽子、バスタオル、オムツ（通常のものでも大丈
夫です）、着替え、飲み物

ハーバリウム

ボールペン作り

18日（水）

マッサージ ３０日（月）

今年の夏の制作はプラスチックの容
器を使って、クラゲ作りと画用紙で
ビーチサンダルを作ります♪

一人２０分でマッサージを受

けられます♪リフレッシュをし
ましょう！
１０：００～１１：４０

５組限定

★毎月25日以降発行

夏の制作

①10：00～11：00

②11：00～12：00

②は妊婦の方限定です。



子育て支援センター 

ゆりかご 
 

〒329-0431 栃木県下野市薬師寺1584-6 

TEL:0285-48-5530    あおば保育園内 

★毎月2回活動を行います。(登録料/200円) 

★活動の有無に関わらず、各支援センターは常時開館して 

 います。お気軽にお越しください。(土日祝を除く) 

★保育士や看護師、先輩ママさんと一緒に楽しい時間を過 

 ごしましょう♪ 

★ご質問や疑問点等ありましたら、お気軽にお問い合わせ 

 ください。 

子育て支援センター 

みるく 
 

〒329-0502 栃木県下野市下古山3025-1 

TEL:0285-39-6305    わかば保育園内 
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