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ゆうゆう広場発行
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㊥ご案内　※イベントに参加しなくても､自由に遊べるので好きな時間に遊びに来てね- (普段の予約はいりません)

行事内容･詳細等

10:30-ll:30

13:00-14:30

16:00-19:00

10:30-ll :30

12:00-18:00

9:30-ll:30

歯科衛生士さんの
植村さんといっし

HAPPY CLOVER

(多胎育児バザー)
ゆうゆう広場和室にて開催｡

多胎のマタニティママもぜひ来てね♪

パパ倶棄却

(イタメン座談会)

【参加費一世帯1 (X沿円】

一世帯1000　円程度の軽食(

で用意します｡その他飲み物
おにぎり等は各自ご用意
ください｡一事予的-
rJl. ■亡t▲ I･ JL⊥H tJIl t±≡tl._--

栄養士の
みっちゃんといっし

～食中毒を防ごう～

イクメンとは--･････-

育局を弼カッコイイメンスの
略です｡父祖頒児参加の十環
です｡気軽に参加しノごね☆

新浜自治会祭り

【前売り〆切6/10】

お得な前売り券を広場にて販売します｡

ゆうゆうクラブ稔会 広場は終日お休みです｡

外遊びの田～亥の虜姻仁T～ 【参加費無料】
3(香), 9(求), 16(水), ZZ(火), Z8(月)

イオングループの社会貢献プログラムの
一環で､毎月1 1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 %がその団体へ寄付され
ます｡ゆうゆうクラブもsATY高松店にて
登録していますので､ご協力よろしくお厭い
いたします

イベント参加申し込みは広場スタッフまで
お気軽にお申し出下さいね(*-/*)

打r il,W-㌔ "

ゆうJOうJl弓職軸会員尊重J I

子育て支援活動をしているゆうゆうクラブを

応援して下さい｡会員費はクラブの運営費と

詳細は広場までお願いします｡

･_I:" '､　　　1:千

源平全のかたと外でビ
ニック気分でお弁当

食べたり､子どもた
用意してく
J _J*●■　　ヽ_L　　一一｣.

のた糾=

れた"槍投げ"や"わ
tIばし鉄砲"で存分t:

遊べて､みんなの笑顔

最近鈎議動機蚤　竃-　　魅8-a

ホ強花由ようやしをC, ｢春休み｣を利用して遊びl=
たと心から息いました

｢こいのぼり葛イ字ろ

たけど､自/rrhでしゃば

ん玉をできるとこや

発しそうに遊んで呑とこ

を見れて､参加して
良かったです｡

T.ト.l

with HAPPY CLOVER｣i= 4組のプ文子

みんな上手i=こいのぼりL二目とウロ
気しこなる叶tl,闇叶ないご七がいっぱいで
い叩って草加LT=LIrL寸

今年1 3回目のあ埠譲脅毎嘩手作りのプレゼ
ソト繕いlです

勧こ入り1寸.あ

かわいくてあ
ござL.ヰした♪　A.S

慧音量

恵三-:,≡.定
◆電話･ FAX : (087)84ト8270

+ E -mail : yuuyuuhirobaJashima

⑳ゆ･うi･j･1,,う応援ブコ･:7

徴詔彬L折井☆伊予JP脇
http : //yuuyuuhiro心a. ashita- sanuki. jp

⑳邦-ゐ駕-一撃　http://yuuyuu.Ciao.jp/

●子音1ホ0,とステーションe

ゆうゆう広場

用-虫　9‥30-15:30
対象: 0歳-就学前までのお子さんと
その保護杏､ WI婿さん､おしい75やん

おばあら轡んも太歓迎です

●登録料　500円/年(保険料込み)

●利用料100円/回(初回は無料)

●一日会員　200円/回(初回は無料)
j好gL.イベン鳩牌ぐ

●1ケ月フリーパス券1000円

1外遊びの時間も広場は通常通り開いています｡

■イベントの詳細はブログを見ていただくか

ゆうゆう広場までお問い合わせ下さい｡

*** 7月の苛産***

パパ倶楽部(浦生の海へ行こう)
13　ゆうゆうバザー
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