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行事に参加してシールを集めよう。
10枚でプレゼントがもらえるよ

定期イベント
わんぱくキッズ（木曜日16：00から）
お楽しみ会（月曜日11：00から）
リトミック（水曜日11：00から）

ASOBI～BA M
ミ ュ ー ジ ッ ク

USIC F
フ ェ ス

ES
学生から大人までが参加する、年

に１度の音楽L
ラ イ ブ

IVE
3／10㈰　13：30〜18：00
小学５年生以上

おひさま
春光２の８　 51・0637
おでかけサロン

参加者同士の交流、ボールプール、
トンネル、体操ほか　

３／５㈫　９：30〜11：30　
末広公民館（末広１の２）　
乳幼児と保護者　

ほっとほたる
永山町５　 46・4749
出張サロン「とびだせほっとさん」

参加者同士の交流、育児相談ほか
３／８㈮　10：00〜11：30　
永山公民館（永山３の19）
乳幼児と保護者

にょきにょき
豊岡３の３　 38・6816
子育て講座「子どものココロとカラ
ダを育てる食育講座」

３／７㈭　10：00〜11：30
１歳６か月以上の子の保護者　
12組　
託児あり
２／22㈮９：00から

いずみ
神居９の４　 62・8986
お父さんサロン「お父さんと雪山で
遊ぼう！ 手づくりおもちゃ制作」

３／９㈯　９：30〜12：00　
乳幼児と男性保護者　
６組
大人250円、子供200円
２／25㈪10：00から

ぴょんぴょん
旭神町　 66・2332
子育て講座「親子でヨガを楽しもう」

３／８㈮　10：00〜11：30　
１〜５歳児と保護者　
20組　
２／21㈭９：00から

ねむのき
宮下通14　 090・8271・8899
お楽しみ会「マジックショー」ほか

３／22㈮　10：30〜11：30
乳幼児と保護者　
30組
３／５㈫からの10：00〜15：30

にねむのきにて。電話受付不可
ちゅうりっぷ
北門町８　 52・0765
出張広場

バルーンアートショー　
３／12㈫　11：00〜11：30　
春光台公民館（春光台３の3）
乳幼児と保護者　　

こもれび
もりもりパーク内　 56・0763
赤ちゃん講座

ベビーマッサージ、ストレッチ　
３／12㈫・13㈬　

11：00〜11：30　
０・１歳児と

保護者　
各回20組　
随時

ぱれっと
神楽３の６　 63・6201
キッズサロン「アンパンマンに変身」

３／15㈮　10：00〜11：30　
西神楽農業構造改善センター（西

神楽南２の３）　
乳幼児と保護者　 12組　
随時

こまどりつ～ながれ
東鷹栖４の３　 070・5049・4523
子育て講座「親子でリズム運動」

３／５㈫　10：30〜11：30
東鷹栖公民館（東鷹栖４の3）
乳幼児と保護者　
15組　
２／19㈫から

◇東光　東光５の２　 32・1473
チャレンジデー

けん玉・なわとび検定
３／９㈯　10：00〜11：30　
小学生以上（縄跳びは幼児も可）

◇永山　永山３の19　 47・8008
いっしょにあそぼうねサタデー

３／９㈯　11：30〜11：45
幼児と保護者

◇神居　神居５の12　 69・2225
わくわくおひなさま会

３／１㈮　11：30〜12：00　
乳幼児と保護者　
15組
２／18㈪〜23㈯

◇北門　北門町８　 52・0765
◇春光　春光１の７　 53・7992
◇神楽　神楽３の６　 63・6201

こどもとお出掛け支援サイト
こどもーる

サロンやその他のイベントは
　　子育てわくわく
　　カレンダー

イベントの詳細は
　に掲載

その他のイベントは
　に掲載

妊娠・出産に関わる情報や、乳幼児～高校生、
保護者を対象としたお知らせです

今月の子育て相談（予約制）今月のこども歯みがき教室
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身体測定、健康・栄養・歯科相談（当
日の朝、必ず体温を測ってきてくださ
い）　

３／４㈪　９：30〜11：00＝
末広地区センター（末広２の４）
３／11㈪　９：00〜11：00＝第二
庁舎３階　
３／25㈪　９：15〜11：15＝東部
住民センター（東光５の２）
０歳児〜未就学児　
２／20㈬８：45から母子保健課

26・2395

講話、個別歯磨き指導
２／22㈮　10：00から　
健康相談室（第二庁舎３階）　
３歳以下の子と保護者　
６組　
健康推進課
25・6315

特認校（富沢小）の
平成31年度新入学児童を募集
　特認校は、お住まいの通学区域外
でも就学できるよう、特別に市教育
委員会が定めた学校です。
　自然に恵まれた小規模校での少人
数指導で、確かな学力、豊かな心、
たくましい体をバランスよく育む特
色ある教育を進めています。　
　児童の心身の状況や、片道60分以
内で通学できる等の条件があります。

富沢小学校（神居町富沢　 62
・6207）

離乳食教室（前期）
３／４㈪　13：15〜15：30
問診指導室（第二庁舎３階）
４〜７か月児の保護者　
40人
大人100円、子供50円
保健指導課 23・7816

親子体操教室
３／25㈪　10：00〜11：00　
２・３歳児と保護者　
10組
１組100円　
児童指導員　大浦厚子さん、桑原
朋佳さん

２／20㈬〜３／22㈮に東豊公
園体育館（豊岡12の11　 36・73
00）

公民館
あつまれ～出張ひろば i

イン

n 春光台
手形遊び　
３／１㈮　10：00〜11：30　
乳幼児と保護者

春光台公民館 53・5620

スノーシューで親子冬ハイキング
外国樹種見本林をスノーシューで
散策し、樹木や小動物を観察
３／３㈰　９：30〜12：30　
小学生と保護者　
10組　
２／20㈬から神楽公民館 61

・6194

おはなし会
絵本の読み聞かせ、ミニ音楽会　
３／９㈯　11：00〜12：00
旭川中学校（東旭川南１の６）
幼児・小学生と保護者
東旭川公民館 36・1017

はじめてのバイオリン体験
旭川市少年少女オーケストラによ
るバイオリン体験
３／17㈰　13：30〜15：30
年長〜小学３年生　
15人
２／25㈪から神楽公民館 61

・6194

グランドピアノの中を見てみよう
～調律師の仕事
ピアノの仕組みを学ぶ、ミニ演奏
会
３／26㈫　13：30〜15：30
小学生以上　
10人
調律師　青柳　上さん
３／５㈫から神楽公民館 61・

6194

春休み子ども料理講座
ランチプレート作り　
３／27㈬　10：30〜12：30　
小学４〜６年生　 12人　
600円
３／１㈮から中央公民館 31・

5218

就学援助の申請を受付け
市内の小・中学校に通学する児童
・生徒の保護者で、経済的に困って
いる方　
援助内容　学用品費、給食費、修学
旅行費、体育実技用具費（スキーま
たはスケート）、新入学用品費など
年間総収入額が一定基準以下等の
条件あり
※申請書は各学校で配布。

各学校、学務課 25・9117

小学校入学前に麻しん（はしか）・
風しんの予防接種をお忘れなく

健康推進課 25・9848

妊娠・出産に関わる情報や、乳幼児～高校生、
保護者を対象としたお知らせです

第１期　生後12月から24月に至る
まで（２歳の誕生日の前日まで）の
間
第２期　５歳以上７歳未満で小学校
入学前の１年間　
●平成30年度対象＝同24年４月２
日～同25年４月１日生まれの子
（接種期限＝３／31㈰）

予防接種実施医療機関

各期１回

無料（市が全額負担）
※対象年齢・接種期限を過ぎると自
　己負担になります

接
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場
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金


