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日 月 火 水 木 金 土 

2  
かがわ育児の日
フェスティバル 
(さぬきこどもの国) 

3 
自由遊び 

4 
自由遊び 

5  

自由遊び 

外遊び(亥の浜) 

6 
自由遊び 

7 
自由遊び 

1 

8  

9 10 
体育の日 

11 イオンレシート   
  イオン高松東店  

自由遊び 
外遊び(亥の浜) 

12 
自由遊び 

13 
栄養士さんと 

いっしょ 

ｲﾍﾞﾝﾄ終了後自由遊び 

14          
 広場午前お休み     
 13:00～OPEN    
午後 自由遊び 

15 

16 17 
自由遊び 

18 自由遊び 
手芸サークル 

外遊び(亥の浜)  

19 
自由遊び 

20 
自由遊び 

21 
自由遊び 

HAPPY☆CLOVER 

22 

23  
屋島地区運動会 
(屋島西小学校) 

24 
 

自由遊び 
 

25 
自由遊び 

外遊び(亥の浜) 

26 
パパ倶楽部 
ハロウィン 

ｲﾍﾞﾝﾄ終了後自由遊び 

27  
おじいちゃん 
おばあちゃん 

自由遊び 

28 
 

自由遊び 

29  

30 
パパ倶楽部 

ゆうゆう運動会 
（亥の浜公園） 

31 
10 月生まれの 

 お誕生会 

自由遊び 

 ***イベント終了後の利用について*** 

    イベント終了後はランチタイムを含め、利用料が別途必要です。 

 
 

◆ご案内    

日 時 間 行  事  内  容  ・  詳  細  等 

２ 10:00～16:00 
かがわ育児の日 
フェスティバル２０１１ 

(さぬきこどもの国 芝生広場) 

さぬきこどもの国で毎年行われるビッグイベントです！ 
工作・フリマ・相談・展示・ステージ・おいしいフードコーナーなど
盛りだくさん。 ゆうゆうもお魚釣りタイムレースのブースで 
参加しています。 ぜひご家族でお越し下さい♪ 

13 10:30～11:30 栄養士さんといっしょ 
夏場に不足した栄養素を回復する簡単メニューの紹介と、 
日頃の食事での質問を座談会形式で気軽に話してみましょう。 

【参加費 無料・広場利用料別途】 

21 10:00～11:30 
HAPPY☆CLOVER 

～亥の浜公園にて～ 

多胎育児ｻｰｸﾙの公園外遊び♪ みんなで秋の公園で遊ぼう！ 
持ち物：着替え、お茶、タオルなど 雨天時はゆうゆうクラブ和
室にてｻｰｸﾙﾐｰﾃｨﾝｸﾞします。【ｻｰｸﾙ費 100円  広場利用料別途】 

26 
10:00受付 
10:30～11:30 

パパ倶楽部 
パパもいっしょにハロウィン 

平日がお休みのパパも一緒にﾄﾘｯｸ or ﾄﾘｰﾄ！ 仮装してきてね♪ 
雨天の場合は傘、カッパをお持ち下さい。  ★要予約 10/24〆切 

【参加費：大人無料、 子ども 1人：メンバー300円・一般 450円】 

30 
９:３0受付 

10:０0～1２:30 
ゆうゆう運動会 

by パパ倶楽部ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ 

パパ倶楽部ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽの運動会！ﾌｧﾐﾘｰで運動会を満喫しましょう♪ 
持ち物：水筒、タオル、着替えなど適宜。詳細・雨天時についてはご予約時に！ 

【参加費：大人も子どもも 1人：メンバー300円・一般450円】★要予約 10/27〆切 

◆外遊びの日 
【参加費 無料】 

亥の浜公園にて 
【5、1１、１８、２５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。 

 
      

 

５６ 

 

ＮＰＯ法人 

ゆうゆうクラブ通信 

  

 

＊次回は１０月２１日ごろ

発行予定です＊ 

 

～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％がその団体へ寄付されます。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。 

 

◆イベント参加につきましては広場スタッフまで
お気軽にお問合わせお申し込み下さい♪ 

◆イベント予約は締切日を過ぎると参加費の返
金はできませんのでご了承ください。 

 

 ゆうゆうクラブ賛助会員募集!！ 

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 

 して様々な目的に使わせていただきます。 

詳細は広場までお願いします。 

┴手芸サークル「くるくる」┴ 
10 月１８日(火) 10：00～ 

(バザーミーティング)  

 



 

    
7/21 親子ＤＥ健診   

なかなか歯医者に行けなかった
ので、ゆうゆうでみてもらえて、とて
も良かったです。本人も怖がるこ
となくみてもらうことができました。
（O.M）          

８/6  パパ倶楽部    
 ～お泊まり会～   

流しそうめんの準備が大変でした
が、子どもの笑顔で全て忘れられ
ました。暑かったけど、楽しかった
です。（T.Y）         

7/27・8/3 異年齢交流 ～水鉄砲バトル～       

大学生たちと元気に
走り回って、とても楽
しんでいました。「お
わり」の声もなかなか
聞こえない様子で、
名残惜しい感じでし
た。（H.T）    

8/18 異年齢工作   
 ～エコ風鈴作り～  

幼稚園の娘でも上手く作
ることができ、本人も大満
足でした。大学生のお兄さ
ん、お姉さんも説明も上手
で良かったです。（M.O）  

8/24  親子プチクッキング   

最近料理に興味を持ちはじめたので
「次は何？」と楽しそうに作っていまし
た！ つまみ食いも多かったですが、親子
で楽しめて良かったです。（K.N）    

おいしかったです。上手にできてとて
もよかったです。（あい子）     

8/25 源平会    

普段接せる機会が少
ないおじいちゃんと一
緒に過ごせて、息子も
喜んでいました。おやつ
もみんなでワイワイ楽
しく食べれてお得でし
た♪（T.M）       

8/26  スマイリー  

 のお話会  

スマイリーさんのお話が始まると途
端に、元気いっぱいで一緒に踊った
り、歌ったりしていました。また参加
したいです。（K.N） 
 

8/29 異年齢交流 ～ブルーシートで遊ぼう～  

大学生のお兄さん達がと
てもよく遊んでくれた
ので、少しくらい転んで
も全然平気で走り回って
いました。１時間があっ
という間でした。楽しか
ったです！（K.N）    

 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（＾◇＾） 

 
 

 

┨１１月の予定┨ 

11/8 ゆうゆうバザー 
11/22 ほっとハウス交流会 

最最近近のの活活動動報報告告  

  

  

 

  

 

リニューアル
しました♪ 

 

 

 

 

 

 

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

