
1 ◆十日市 ◆愛光

◆東光

☺DASAIYA ◆十日市 ◆愛光

◆東光

☺みつばち ☺だっこルーム ☺だっこルーム 15 ◆十日市 ◆愛光

☺だっこルーム ☺すまいる ◆東光

☺みゆき ☺DASAIYA

☺すまいる ☺みゆき ☺DASAIYA ☺だっこルーム ◆十日市 ◆愛光

☺ちゅうおう ◆東光

☺すまいる

☺だっこルーム 25 ☺みつばち 26 27 ☺だっこルーム 28 ☺北部 29 ◆十日市 30 ◆愛光

☺すまいる ☺だっこルーム ☺すまいる ☺だっこルーム ◆愛光 ◆東光

☺みゆき ◆東光

☺ちゅうおう
☺DASAIYA

★あかちゃんと
絵本の森（三次）

★ばんびの
お話し広場(君田)

★ちいさいさんの
おはなし広場(吉舎)

★どんぐりさんの
おはなし会（作木）

★おはなし会
（三良坂）

★紙芝居劇団
「ことり」　（三次）

★「へびくんのおさ
んぽ」のおはなし会

（甲奴）

★おひざにだっこの
おはなしタイム

（三和）

★絵本の広場
（三和）

★たんぽぽ（三次）

★トトロのおはなし
会（三次）

★絵本の会「空色
のたね」（布野）

★おはなし広場
（吉舎）
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★このほんだいす
き ぷーさんの会

（三次）

発行：三次市子育て支援部　子育て支援課　☎（0824）62-6148　fax（0824）62-6300　e-mail ikuji＠city.miyoshi.hiroshima.jp
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24

☺マーク・・・地域子育て支援センターイベント日

◆マーク・・・保育所園庭開放

★マーク・・・保育所開放

◆ 田幸・神杉・和田・粟屋・川地・川西・布野・吉舎・君田・三良坂・敷地・みわ・さくぎ
日・祝日・9:00～17:00

◆（認定みゆきこども園）

月～金 きりんの会利用時間内（利用できない日あります）

日.祝 自由に利用可（利用できない日もあります）

◆（子供の城保育園）

11時30分～15時（利用できない日もあります）

◆（こ う ぬ 保 育 所）

毎日 10時～16時

三次市内図書館 おはなし会のご案内

★‥・開催図書館名

＊日程が変更になる場合があります。

詳しくは、ＨＰをご覧ください。

https://tosyo.city.miyoshi.hiroshima.jp/

≪ 保 育 所 園 庭 開 放 日 ・ 時 間 ≫

保育所開放の内容・行事の時間については，

直接実施保育所にお問い合わせください。

食育の日

ネウボラサテライト

保健師相談日

みつばち

10:00～11:30

ネウボラサテライト

保健師相談日

北部

10:00～11:30

ネウボラサテライト

保健師相談日

すまいる

11:00～12:00

ネウボラサテライト

保健師相談日

すまいる

11:00～12:00

ｵﾝﾗｲﾝ

おしゃべり広場

ＤＡＳＡＩＹＡ

ｵﾝﾗｲﾝ

おしゃべり広場

みつばち

ｵﾝﾗｲﾝ

おしゃべり広場

だっこルーム

ｵﾝﾗｲﾝ

おしゃべり広場

きりんの会

ｵﾝﾗｲﾝ

おしゃべり広場

キッズルーム

毎月”8”のつく日は、

歯の日です。

ネウボラサテライト

保健師相談日

みつばち

10:00～11:30

子育て相談

サングリーン会場

10:00～11:30

https://tosyo.city.miyoshi.hiroshima.jp/


表示センター名 実施日 実施時間 備考

11日(火) 10:30～11:30 要予約8組

28日(金) 10:30～11:00 5組まで

13日(木) 10:15～10:40 予約制

17日(月) 10:15～10:40 予約制

20日(木) 10:15～11:00 予約制

24日(月) 10:30～11:00 予約制

27日(木) 10:15～10:40 予約制

25日(火) 10:30～11:30 予約10組

11日(火) 10:00～11:00 予約制

18日(火) 10:00～11:00 予約制

25日(火) 10:00～11:00 予約制

4日(火) 11:00～12:00 要予約

13日(木) 11:00～11:30 5組

19日(水) 11:00～11:30 5組

25日(火) 11:00～11:30 5組

13日(木) 10:30～11:30

20日(木) 10:30～16:45 先着15名

24日(月) 10:30～10:45 先着10名

27日(木) 10:30～11:30 要予約

11・25日 13:30～15:00

14・28日 13:30～15:00

毎週 火・金 10:30～11:30 先着10名 要予約

実施センター 実施日 実施時間

みつばち 月～金 15:30～16:30

きりんの会 7日(金) 10:00～10:30

DASAIYA 17日(月) 13:00～13:30

だっこルーム 17日(月) 10:30～10:45

みつばち 25日(火) 10:30～11:00

キッズルーム 28日(金) 10:30～11:00

三次市十日市中2丁目9番24号
子供の城保育園内

開設日時…月～金　10時～15時
☎（0824）65-1113

地域子育て支援センターすまいる

DASAIYA

三次市畠敷町1868番地2
認定みゆきこども園

開設日時…月～金　　10時～15時
☎（0824）62-1388

三次市三次町1151
開設日時…月～土　10時～15時

☎（0824）63-1745

旭町公園でお花見しましょう♪(雨天中止)

お誕生会＆おしゃべり会
（手形・足形をとったり、おしゃべりしなが
ら、お祝いしましょう）

おはなしやまのどんぐりん
（パネルシアター・絵本の読み聞かせなど）

親子で楽しくリトミック♪
（講師：nohara音楽教室のりこ先生)

ちゅうおう憩いの森「キッズルーム」

み ゆ き

認定みゆきこども園「きりんの会」

ちゅうおう
20日(木)

お絵かきをたのしもう！

リトミック（毎週月曜日その週の予約を電話にて受付）

だっこルーム

とことこタイム

つくってみよう

絵本の時間

お誕生日会

赤ちゃんタイム

三次っ子（スキンシップについて考えよう）

三次市十日市東4丁目1番30号
サングリーン2階
開設日時…毎週水曜日以外
10:15～16:45
☎（0824）62-2188

だっこルームみよし

春のおはなしかい

フレンズタイム『ころころ』

北部あそびの広場

北　部

すまいる

母の日のプレゼントをつくろう！

三次市粟屋町949番地2
粟屋西自治交流センター内

フレンズタイム『ぴよぴよ』

三次市三良坂町三良坂5042-1　三良坂支所2階

開設日時…月～金　9時～15時
☎（0824）44-2136

内　容 センター概要

春のおさんぽ 三良坂地域子育て支援センターみつばち

みつばち
25日(火) 10:30～11:10 親子で楽しもう♪ゆき先生とリトミック 要予約5組

ZOOMでおしゃべりしましょう！

予約5組

三次市布野町下布野1196-1
布野生涯学習センター2階　和室
開設日時…毎週金曜日（月4回）

10時～15時　☎（0824）44-2136

お誕生会＆メロディパレット

ベビーマッサージ

畑であそぼう（前日から雨の時は室内）

おたん生会＆かんたんおもちゃ作り

太才町　ＤＡＳＡＩＹＡ

開設日時…月・火・水・木　10時～16時　

☎（0824）62-2788

10:30～11:30 おしゃべりしましょう！

フレンズタイム『とっとこ』

オンライン　おしゃべり広場

「親子で楽しもう♪ゆき先生とリトミック」

左記の時間帯で30分間

定員3組

10日15時まで要予約

要予約3組

備考内容

「子育て支援センターってどんなところ？」

きりんのおしゃべり会

おしゃべり会（最近できるようになったことなど・・・）

オンライン

おしゃべり広場

オンラインおしゃべり広場を実施しているセンターの先生と「ちょっとお話したいな」「子

育ての相談したいな」「オンラインイベントへ参加してみたいな」等、事前に連絡を頂くと

お家にいながら先生方と繋がれますよ。下記のイベント日にぜひ参加してみて下さい。


