
    

新企画★午前利用料・参加費無料講座★を開催します。今回は｢防災講座｣です。 

お友だちお誘い合わせて、初めての方もご近所さんも是非お越し下さいね。 
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日 月 火 水 木 金 土 
    1 

自由遊び 
2 

自由遊び 
3  

 

4  
 

5  自由遊び 
外遊び(亥の浜) 
午後  ファミサポ 

6 
自由遊び 

7  

自由遊び 
8 

防災講座 
9 

自由遊び 
10 

 
午後 自由遊び 

11 
パパ倶楽部 

12 
自由遊び 

外遊び(亥の浜) 

13 
 午前自由遊び 
午後お月見団子 

14 
自由遊び 

15 
広場午前お休み 
13:00～OPEN 
午後 自由遊び 

16 
自由遊び 

HAPPY☆CLOVER 

17 

18  19 
敬老の日 

20 
自由遊び 

外遊び(亥の浜) 

21 
自由遊び 

手芸サークル 

22  
源平会 

流しそうめん 
11:00～13:00 

23 
秋分の日 

24  
 

25 
 

26 
自由遊び 

27 
自由遊び 

外遊び(亥の浜) 

28 おもちゃで 
楽しく子育て 

午後 自由遊び 

29 
自力整体 
自由遊び 

30 
お誕生会 
自由遊び 

31  
 

◆ご案内             ※イベント詳細や、参加お申し込みについては広場スタッフまでお気軽にお申し出くださいね。 

日  時間 行事内容・詳細等 

５ 13:30～14:30 
ﾌｧﾐﾘｰサポートｾﾝﾀｰ 
説明＆登録会 inゆうゆう広場 

その場で登録のお申し込みができます。登録される方は免許証か保険

証をご持参のうえ、お子さんとお越し下さい。【参加費 無料・利用料別 】 

8 10:30～11:30 防災講座 
高松市危機管理課の方との座談会形式の講座です。家庭で備
えるべき防災対策を教えていただきましょう。 【参加費 無料 】 

1１ 10:00～13:00 
ゆうゆうパパ倶楽部 
～運動会ミーティング～ 

小さいお子さんの食べ物や、各自お飲み物をご持参下さい。 
【参加費 ﾒﾝﾊﾞｰ大人 500 円子ども 250円     みんなでﾊﾔｼﾗｲｽを 

一般 700円こども 350 円 要予約 9/8 〆切 】 作って食べよう ☆ 

13 13:00～14:00 お月見団子でティータイム 
おだんご用おすすめトッピングがあれば持って来てね♪ 
【参加費 ﾒﾝﾊﾞｰ大人 200円子ども 100円   午後の自由遊びはありませ 

一般 300円こども 150 円 要予約 9/9 〆切】んが、ﾗﾝﾁﾀｲﾑはあります。 

16 10:00～11:30 
多胎育児サークル
HAPPY☆CLOVER 

手形でアートしよう♪  持ち物：手形を押す素材(Ｔｼｬﾂやｴｺﾊﾞｯｸ 
【参加費 100 円/世帯 】       など）なんでもＯＫです！ 

22 
11:00 open~ 

11:30～12:30 
~13:00 close 

敬老の日 ありがとう♪ 
流しそうめん 

いつもお世話になっている源平会のみなさんと一緒に流しそうめ
んを楽しみましょう。 持ち物：マイ箸、ﾏｲﾌｫｰｸ、マイお椀、飲み物 など 
【参加費 ﾒﾝﾊﾞｰ・大人・子ども・源平会 300円 一般 450円 要予約 9/20〆切】 

28 10:15～11:30 
おもちゃで楽しく子育て 
ﾄｩｲﾝｸﾙ☆ﾄｩｲﾝｸﾙ 
店長さんといっしょ♪ 

トゥインクルトゥインクルの店長さんによるおもちゃのお話し。
10:15～10:45託児付き大人向け講座※事前アンケートに記入してね♪ 
10:45～11:15親子座談会  11:15～11:30 Q&A タイム 
【参加費・託児 無料、利用料別途必要です 要予約 9/22 〆切】  

29 9:45～11:15 自力整体（託児付き） 
講師：尾崎美砂子 先生  場所：屋島西コミュニティセンター 
【参加費 メンバー500円・一般 750円 /託児 ﾒﾝﾊﾞｰ 300円・一般 450円】 

◆外遊びの日 
【参加費 無料】 

亥の浜公園にて  
【5、12、20、27 日】 

１０：００～１１：３０ 公園駐車場はございませんので、お車でお越しの方は広場駐車場をご利用いただき、公園近隣への路上駐車はご遠慮下さい.。 

 

５５ 

 

ＮＰＯ法人 

ゆうゆうクラブ通信 
 

     

 

＊次回は９月２２日ごろ

発行予定です＊ 

イベント時は広場の開所･閉所時間が 

変更になる事があります。 



    
６/23 源平会      

おじいちゃんのクイズ…難しか
ったけど面白かったよ～！ 
おばあちゃんの絵本・わらべうた
…優しい気持ちになりました。 
おばあちゃん美味しいビワ、  
お野菜ごちそうさまでした。    
     （やっちょちゃん） 

6/26 ゆうゆうパパ倶楽部 

～浦生の海に行こう～ 
暑すぎず寒すぎずでよかったで
す。娘は家に帰ってから「うみたの
しかったね♪」と言ってました。（A.O） 

7/9 ゆうゆうパパ倶楽部  

～新浜自治会祭り～ 

今年は天気に恵まれ、暑くて   
何杯もかき氷をたべつつ、店番を 
がんばりました。  (N.M)     

6/29 ママヨガ   

ヨガが始まってからずっ
と子どもが泣いて大変で
した。やっぱり託児で預
けてゆっくりヨガしたいと
思いました。（K.Y） 
 
子どもと一緒に参加でき、大変だったけど、目の届く
ところにいるので安心してヨガを体験することができ
ました。また機会があれば参加したいです。（M.K）    

7/6 七夕     

今日は本物の笹で飾り
付けをしました。かわい
い飾りがいっぱいでとて
も悩みましたが、とても 
立派な笹飾りができました。（H.T）        

7/13 おとなのための浴衣着付け            

妊娠＆出産で浴衣に袖を通すのは数年ぶりでした。 着物姿が清々 しい先生に 
ポイントとたくさんのコツを教えてもらったの
で今年は何回か来てみたいと思います。 託児まで
お願できて、こんな機会はなかなかないので、とて
も楽しみにしていました。少人数で個別レッスン
並みに教えてもらえ、とても得した気分です。   
ありがとうございました。（ てんむすとも）             

7/15 HAPPY☆CLOVER      

ハピクロの外遊びに初めて
参加しました。外遊びもし
ゃぼん玉も思いっきりさせて
やることができました。なか
なかできないのでありがた
い企画でした。ありがとうご
ざいました。 (ｔomo)           

7 月の外遊び      

今日は水遊びができたの
で嬉しかったです。暑い時
にはコレが一番ですね！ 
お友達もたくさんいて良かっ
たです。 （K.N）     

7/11 手芸サークル     

初めてでしたが、はきやすそうな可愛い

ズボンができました。自分でちゃんと作

れた事に感動しました。  (M.T)       

 高松市地域子育て支援拠点事業 

●子育てホッとステーション● 

  ゆうゆう広場   

  
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 

 
 
 

◆住所：高松市屋島西町 2479－12 
◆電話・ＦＡＸ：（087）841-8270  
◆E-mail：yuuyuuhiroba_yashima＠star.ocn.ne.jp 
●ゆうゆう広場ブログ 

『遊びにおいでよ☆ゆうゆう広場』 
http://yuuyuuhiroba.ashita-sanuki.jp/ 

●ホームページ http://yuuyuu.ciao.jp/ 

●メンバー登録料 500円/年（保険料込み） 

●利用料      100円/回（初回は無料） 
●非ﾒﾝﾊﾞｰ利用料 200円/回（初回は無料） 
●１ヶ月フリーパス券 1000 円（メンバーのみ） 

■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。 

 

 
 

ブログQRコード 

 

 

 

 

【駐車場のご案内】 

①三野薬局の東側  
広場の一軒隣3台 

②公団西側３台 

※駐車にお困りの場合
はお気軽にお問い合
わせ下さい（＾◇＾） 

 
 

 

┨１０月の予定┨ 

パパ倶楽部運動会、ハロウィン 

最最近近のの活活動動報報告告 
 

┴手芸サークル「くるくる」┴ 
9月 21日(水) 子どもスボン作り 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://yuuyuuhiroba.ashita-sanuki.jp/
http://yuuyuu.ciao.jp/

