
 

 

 

子育てって楽じゃないけど 
     とっても楽しい♪

■3 月のお知らせ   
そう、みんながいればね！

月 火 水 木 金 土 日 
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広場デビューの日 
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（詳細は前月号を見てね） 
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■子育て相談・子育て支援に関する講習   ※予約の締切は、開催日前日の 12時です 

【要予約】 

親子ＤＥ検診 
19 日(火) 

13:00～13:30 

サンシャイン歯科の先生による出張検診。虫歯の早期発見と虫歯

予防のために。親子で診てもらえます。フッ素塗布もあります。 

■参加費：無料 ■場所：ゆうゆうクラブ内和室 ■定員:３０名まで 

ベビーマッサージ 

※広場登録済の方は
【要予約】 

27 日(水) 
10:30～11:30 

マッサージでふれ合いを楽しみながら、親子のコミュニケーション
を深めましょう。予防接種の前後48時間は受講を控えて下さい。 

■参加費：1 世帯 500 円+オイル代別途要(オイルの持込み可) 
■場 所：ゆうゆうクラブ内和室  
■持ち物：バスタオル・フェイスタオル各 1 枚ずつ、水分 
■対 象： 2か月ごろ～ハイハイ期までの赤ちゃんとママ、妊婦さんも可 

 

■今月のイベント             ※予約の締切は、開催日前日の 12時です 
ひなまつり 1 日(金) 終日 広場内でひなまつりの雰囲気を楽しみましょう。  

Re Book Day 7 日(木) 
11:00～11:30    
14:30～15:00 

読み終わった本を持ち寄り交換しましょう。 

【要予約】 

年度末 
お楽しみ会 

 

8 日(金) 

13:30～14:40 

春から新生活を迎えるお友だちの卒ゆう式と、他にもゆう
ゆう広場利用者みんなで楽しい時間を過ごしましょう♪ 
次年度からのゆうゆう広場の説明会もしますよ。 

■参加費(１人)：大人 200 円・子ども 100 円 
■場所：ゆうゆう広場  ■定員：10 世帯 

ツインズ広場 13 日(水) 10:30～12:00 ふたごちゃん、みつごちゃん、集まれ～ (^^)/ 

広場デビューの日 27 日(水) 10:00～10:30 初めて広場を利用される方に施設見学・案内をします。 

みんな DE 
お誕生会 

26 日(火) 11:00 頃～ 
みんなで一緒に歌や手遊びなどをして、3 月生ま
れのお友だちをお祝いしましょう♪  

 

■高齢者居場所づくり事業  

ゆうゆう 
源平広場 

毎週金曜日 
13:30～15:30 

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 

毎週火・木曜日 
9:30～11:30 

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 

 

 

■その他のお知らせ 

外遊び 
―亥の浜公園にて― 

5,12,19 日(火) 
10:00～11:00 

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。  

ゆうゆう食堂 
22 日(金) 

17:00～19:30 
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  

フードドライブ 12 日・20 日 
ゆうゆうフードバンクへ保管する食品を集める日です。      
ご協力よろしくお願いします。             

 

 

 

 

 

 

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 

●開所時間：月曜日～金曜日  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 
※駐車場利用の際は、駐車券 (100円/年度内有効) が必要です。 

●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  
 

 第一駐車場(ゆうゆうクラブ南) 

 

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 
となっています。 第二駐車場(ゆうゆうクラブ北) 

 

※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。 

 

 

 

 

 

 

【駐車場のご案内】 

 

 

 NPO法人 ゆうゆうクラブ通信 

平成３１年３月・第１４５号 

2019 年 NPO 法人ゆうゆうクラブ発行 

※完全登録制と 

なっております。 

広場デビューの日 

ベビーマッサージ 

ツインズ広場 

ReBookDay 

 

みんなDEお誕生会 

お楽しみ会 

のある日は 
広場開所日です ひなまつり 

親子ＤＥ検診 

 
マークのある日は 

ラジオ体操をするよ 

 

3月 25日（月）～4月 5日（金） あさ 9：35～9：45 亥の浜公園にてラジオ体操をするよ。 
どなたでも参加できます。 すがすがしい朝の公園で、みんなで楽しくラジオ体操をしましょう♪ 

   

 

、ゆうゆうクラブ出入口
～玄関～ウッドデッキテラス部分において
しています。 
つきましては 2/25(月)～3/8(金)までは普段

の出入口を使うことができません。 
裏にある勝手口をご利用下さい。(広場北側にある
ガレージから入ります) 
また、工事のため３月中は、大きな作業音など普

段とは環境が違います。工事についての細かなお知
らせ・注意事項等は、Twitterや広場内スタッフから
も、その都度お知らせいたします。 
ご不便、ご迷惑をおかけしますが、ご了承   く

下さいますよう、よろしくお願いいたします。 

  


