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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≡漕段の予約はいりません3

10:00-1 1:30

1 0:00- 1 5:00

1 0:00-1 1:30

ゆうゆうバザー
おはぎ､おでん､焼きそばなどのほか､日用品､育児用晶から子ど
も服まで盛りだくさん☆　地助かみなさまもぜひ越しください♪

室内での飲食や自由遊びができないことをご了承ください

1 8:00- 20:00

1 2:45- 1 4:00

【要予約】

⑳外遊びの日

【参加費無料】

ゆうゆうパパ倶棄却
～大好評!持ち寄り飲み会～

年度のパパ倶楽部の予定を話しましょう♪

加費　600円

■託児料1人500
■兄弟割　800円

(広場利用料別 してみましょう

●公園ウオークラリー【2日】 10:00′-1 1:30

公園にて【1

●景山公園にて【22日】

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､金線の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､ご協力をよろしくお願い
いたします｡

930′-ll 30
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長躯ふ願噸

◆イベント参加
申し込みは広場
スタッフまでお
気軽に申し出下
さいね(*^J*)
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子育て支援活動をしているゆうゆうクラブを

応援して下さしも会員費はクラブの運営費と

して様々な目的に使わせていただきます｡

詳紺ま広場までお願いします｡
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◆住所=高松市屋島西町2479-12萱回 
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+参加甘980円/予約はサーウルノートしこ♪
曾*噸削王領勤し宗苛☆-ミ1･;_;.I: ∴宣.圭1.:∴.㌔巣

月-金　9ニ30-璃3rJ
対象: 0歳～就学前までのお子さんと
その保護者､妊婦さん､おじいちゃん

おばあちゃんも大歓迎です

◆電話･FAX: (087)841-82`70　　　ブログQRコード

◆ E -mail : yuuyuuhiroba｣何Shima@ star. o⊂n. ne. jp

●ゆうゆう広場プログ
rBUL-ayj lご才か4?う4号広鋸J

http : //yuuyuuhi｢oba. ashita-sanuki. jp

砂ホームページ　http://yuuyuu.Ciao.jp/

●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)
3Kg21L､イベンF膚は齢(

●1ケ月フIJJ-パス券1000円

■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｡
●　●　●　■　●　●　●　■　●　●　●　●　●　●　●　■　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●●

; **12月の予定**　クリスマス会　◎
･歯科衛生士さんといっしょ､煮物教室:


