NPO 法人 ゆうゆうクラブ通信
平成３０年１１月・第１４１号

子育てって楽じゃないけど
とっても楽しい♪
そう、みんながいればね！

2018 年 NPO 法人ゆうゆうクラブ発行
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●開所時間：月曜日～金曜日
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―12 月の予定―
パパママ マタニティ講座
子育て講座「トリプル P」など

源平広場のおばあちゃんたちと一緒に、親子で簡単
なおやつ作りに挑戦！ 卵・牛乳は使いません。
■参加費：1 世帯 300 円 ■場所：ゆうゆうクラブ内和室
■持ち物：エプロン、三角巾、タオル ■定員：7 世帯
初めて広場へ来る人を対象に、施設案内・見学会を行い、ご希望の
方にはベビーマッサージ教室(先着順)を開催します。すでに広場登
28
日(水)
広場デビューの日
録をされている方でも、ベビーマッサージ教室(要予約)に参加可能
+ベビーマッサージ 10:00～11:30 です。※ベビーマッサージの対象は2 か月ごろ～ハイハイ期までの赤ちゃんです。
■ベビーマッサージ参加費：1 世帯 500 円オイル代別途必要
※広場登録済の方の ベビマは
(オイルの持込み可)
10:30～11:30 ■場所：ゆうゆうクラブ内和室
ベビマは要予約
■持ち物：バスタオル、フェイスタオル各 1 枚、水分

【要予約】

14 日(水)
13:00 集合
親子でおやつ作り
with 源平さん 13:30～14:30
13 日 12 時〆切

■今月のイベント

1 日(木) 11:00～11:30 読み終わった本を持ち寄り、交換しましょう。
14:30～15:00 1 世帯 3 冊まで。午前と午後の 1 日２回開催！
ツインズ広場 14 日(水)10:30～12:00 ふたごちゃん、みつごちゃん、集まれ～(^^)/
亥の浜公園から紅葉のきれいな塩釜神社までを往復します。
【要予約】
5 日 12 時〆切
お弁当は亥の浜公園で食べますよ。雨天時は 13 日に順延。
■参加費：1 世帯 100 円
■集合場所：亥の浜公園
6 日(火)
遠 足
11:00～
■お弁当：1 個 700 円(参加費込) ※要予約 11/2〆切
with 源平広場
キャンセル不可 ※当日参加できなくなった場合でも、お弁当は引き取りに来て下さい。
27 日(火)
みんなで一緒に歌や手遊びなどをして、
みんな DE
お誕生会
11:00 頃～
11 月生まれのお友だちをお祝いしましょう♪
Re Book Day

●対象：概ね３歳未満の未就園児とその保護者
プレママ・パパ

＊イベント等の詳細はブログを見ていただくか、当法人
までお問い合わせ下さい。但し、イベント等の予約は
電話では受付いたしません。必ず広場までお越しいた
だき、スタッフへお申込み下さい。

特定非営利活動法人

ゆうゆうクラブ
〒761-0113 高松市屋島西町 2479-12
TEL＆FAX ：(087)841-8270
E-mail：yuuyuuhiroba_yashima@
star.ocn.ne.jp
＊法人ホームページ
http://yuuyuu.ciao.jp/
＊法人ブログ
ブログ QR コード⇒
『遊びにおいでよ☆ゆうゆう広場』
http://yuuyuuhiroba.ashita-sanuki.jp/

＊Twitter ユーザー名：＠npoyuuyuuclub
● イオン幸せの黄色いレシート ●

イオングループの社会貢献プログラムの一環で、毎月 11 日
にお買い物した黄色いレシートをボランティア団体の BOX
に入れると、金額の１％がその団体に寄付されます。
ゆうゆうクラブもイオン高松東店にて登録しています
ので、ご協力をよろしくお願いいたします。
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■高齢者居場所づくり事業
おおむね 65 歳以上の方を対象の、にぎわう多世代が交流で
きる場となっています。参加費無料・ゆうゆう和室にて開催
亥の浜公園にてグラウンドゴルフをしています【雨天中止】
9:30～準備 10:00～11:00 プレイ 11:30 解散 参加費無料
ゆうゆう広場の親子と一緒に、亥の浜公園から塩釜神社
[要予約] 11/2〆切 までを往復します。 ■参加費 700 円（お弁当付）
毎週金曜日

13:30～15:30
ゆうゆう 毎週火・木曜日
源平広場 9:30～11:30
6 日(火)10:00～

Ciao!子育て
0.1.2.3
Ciao!牟礼
0.1.2.3

13,20 日
10:00～11:00
22 日(木)
ゆうゆう食堂
17:00～19:30
フードドライブ 10 日・20 日
外遊び

【駐車場のご案内】

第一駐車場(ゆうゆうクラブ南)

ー開催場所が違いますのでご注意くださいー

「トコトコちゃん集まれ!! 運動会」を 10:30 頃より 30 分程度
16 日(金)
開催♪ 他にも手遊びや絵本の読み聞かせなどありますよ☆
10:00～11:30 ■参加費：1 世帯 100 円 ■場所：屋島西コミュニティセンター
ママと一緒に遊ぼう！手遊びや絵本の読み聞かせなど、楽しい時間がい
30 日(金)
っぱい♪
※お問い合わせ・お申込みは牟礼コミュニティセンターへ
10:00～11:00
■参加費：1 世帯 100 円 ■場所：牟礼コミュニティセンター

■その他のお知らせ
―亥の浜公園にて―

※完全登録制と
なっております。

※駐車場利用の際は、駐車券 (100 円/年度内有効) が必要です。

■子育て相談・子育て支援に関する講習

■出張 Ciao! プログラム事業

9:30～12:00
13:00～15:30

※好きな時間に遊びに来て下さい。
自由遊びの予約はいりません。
※ランチをされる方は 11:30 までに広場へ入所し
てください。12～13 時の入所はできません。
午後の開所は 13 時からとなります。
※月～金曜日の ランチタイム の日は 12～13 時閉
所しますので、施設内に入ることはできません。

●利用料金：
無料
●年度登録料金：無料

源平広場

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ

特定非営利活動法人ゆうゆうクラブが運営する
高松市地域子育て支援拠点事業です

当施設東隣にある亥の浜公園で外遊びをします。室内遊びは
11 時以降に来て下さいね。雨天時は広場で自由遊びです。
子どもを中心としたみんなの居場所です。
子ども(18 歳以下)1 人 200 円 大人 1 人 400 円
毎月 10 日・20 日に開催！ご協力よろしくお願いします。

⑬⑮⑯をご利用下さい。
⑦⑧⑩は思いやり駐車場です。
妊婦さんや体調の悪い方優先
ですので、ご配慮をお願いします。
⑥は講師・来客者専用駐車場
第二駐車場(ゆうゆうクラブ北) となっています。
※駐車場をご利用の際には
車外から見える場所に必ず
駐車券を置いて下さい。
①～⑤をご利用下さい。
「ゆうゆうクラブ」と書いたコーン
を目印に駐車してください。

