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日 月 火 水 木 金 土 
  1 

自由遊び 

 外遊び(亥の浜 )  

2 

自由遊び 
3 

文化の日 
4 

自由遊び 
5 
 

6 7 ゆうゆうふれあい講座 

子育て支援座談会 
ｲﾍﾞﾝﾄ終了後バザー準備のため     
 午後の広場CLOSE    

8 
ゆうゆうバザー 
10:00～15:00 

9 
自由遊び 

10 
自由遊び 

 外遊び(亥の浜 )  

11 イオンレシート  
自由遊び 

こだま学園 
個別相談会(和室) 

12 

13 14 
自由遊び 

 外遊び（亥の浜)  

15 
 広場午前お休み    
 13:00～OPEN  
午後 自由遊び 

16 
自由遊び 

17 
HAPPY☆CLOVER 
(内藤先生といっしょ) 

ｲﾍ ﾝ゙ﾄ終了後自由遊び 

18 
自由遊び 

19 

20 21 
自由遊び 

 外遊び（亥の浜)  

22 
 広場午前お休み    
 13:00～OPEN  
ほっとハウスさん 

との交流会 
ｲﾍ ﾝ゙ﾄ終了後ﾗﾝﾁﾀｲﾑ 

23 
勤労感謝の日 

24  
午前おじいちゃん 

おばあちゃんと 

いっしょ♪ 

午後自由遊び 

25 
自由遊び 

26  
パパ倶楽部 
秋の遠足 

(東部運動公園) 

27 
新浜自治会 
フリマ 

(屋島西コミセン) 

28 
自由遊び 

 外遊び（亥の浜)  

29 
ｽﾀｯﾌ研修のため 
終日 CLOSE 

30 
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 

7 10:30～11:30 
ゆうゆうふれあい講座 
～子育て支援座談会～ 

高松市未来局長さんとの座談会。 
地域のみなさまにも足を運んでいただけるよう、一般の方にも利用料
無料にて開講いたします。【参加費・広場利用料とも無料】  

8 10:00～15:00 ゆうゆうバザー 
秋・冬の掘り出し物がいっぱい！ 一般の方も大歓迎です。 
駐車場が少ないため、譲り合ってのご利用をお願いいたします 

11 10:30～11:30 こだま学園個別相談会 
こだま学園の先生による個人別発達相談を行います。 
場所 ： 和室にて 【予約不要・無料（広場利用料別途必要です）】 

17 10:30～11:30 HAPPY☆CLOVER 
内藤先生をお招きしての子育て座談会は今回で最後となります。 

【予約不要・無料（広場利用料別途必要です）】 

22 10:00～11:30 
ほっとハウスさんとの 

交流会 

場所 ： 亥の浜公園にて / 雨天時はゆうゆう広場にて 
ほっとハウスさんとゲームをしたり、手作りジャムのおやつがでますよ♪  

   【参加費 1世帯１００円】 

26 
現地集合 

11:00～13:00 
パパ倶楽部 
～秋の遠足～ 

場所：東部運動公園にて / 雨天時はゆうゆうクラブ和室にて 
持ち物：弁当、お飲物、おやつ、マイ箸など適宜   初めての方もぜひ 
【参加費 １世帯：メンバー２００円 ・ 一般３００円】  ご参加下さい。 

◆外遊びの日 
【参加費 無料】 

亥の浜公園にて 
【1,10,14,21,28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。 

 
 ┨バザー品をご提供下さい┨ ～バザー出品物のご寄付を募っております～  

＊近隣幼稚園の制服、体操服、バッグ等                     ＊マタニティ、出産準備用品 
＊日用品・生活雑貨（タオル類、石けん、洗剤、台所雑貨,文具類）   ＊新生児～１６０cm までの子ども服 
＊おもちゃ（壊れていないもの）、絵本                    ＊手作り品（食品以外） 
提供物品はゆうゆうクラブまで直接お持ちいただくか、お電話（０８７‐８４１‐８２７０）にてお問い合わせ下さい。 
状態によっては受け入れできないものもあります。 また今までバザー品を寄付していただいた方にお配りし
ていた金券は、今回より廃止いたします。ご了承ください。 

 

５７ 

 

ＮＰＯ法人 

ゆうゆうクラブ通信 

  

 

＊次回は１１月２１日ごろ

発行予定です＊ 

 

◆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。 

  



最最近近のの活活動動報報告告 

9/8 防災講座      

災害などに対して、対応の仕方な
どわかりやすく教えていただきまし
た。前もって準備しておく、家族と
話し合っておく大切さを感じました。
すぐに防災配信サービスに登録し
ます!! （Ｍ．Ｋ）        

9/11 パパ倶楽部   

今回は少人数でアットホー
ムな感じでしたがこれはこ
れで良いなあ、と思いまし
た。パパが作ったハヤシラ
イスは今まで食べた中で一
番おいしかった（笑）（K．Y） 

9/13 お月見だんご            

子どもにとっては“人生初だ
んご”！初めての食感にびっ
くりしつつも、おいしそうに
たくさん食べていました。お
月さまの美しさを楽しむの
はまだ先かな？（Ｍ.Ｎ）          

9/16 HAPPY☆CLOVER        

けしごむはんこ、かなり
楽しく、ペタペタさせて
もらいました。後に残せ
るもので嬉しかったで
す。子どもたちより私の
方がはまりそうです。 
           （とも）   

9/22 源平会～流しそうめん～        

そうめん意外にも卵やトマト、
ぶどう等コロコロ流れて来て
必死でつかまえました。子ども
は食べるのとつかまえるのとで
忙しそうでしたが、とても楽し
んでいました。（K.Y）               

9/28 おもちゃで楽しく子育て     

たくさん話を聞けて、すご
く為になりました。これか
ら子どもとの時間を大切
に過ごしたいと思いまし
た。家に帰っておもちゃを
見直します。（M.K）        

9/2９ 自力整体  

久しぶりに何もかも忘れリ
フレッシュ。家に帰ってか
らも、体が軽くフワフワし
ていました。すごく気持ち
良かったです。（M.K）   

9 月の外遊び    

だんだん外の公園で遊ぶ
のに楽しい季節になり
ました。今日は砂遊びと
ブランコで嬉しそうで
した。（Y.H）        

 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（＾◇＾） 

 
 

 

┨12 月の予定┨ 
10 日 レインボー子育てﾌｪｽﾀ 

20 日 クリスマス会 

 
 

 

 

 

 

┨手 サークル 

「くるくる」┨ 

11 月はバザーに出品！ 

  

  

  

  

 
 

http://yuuyuuhiroba.ashita-sanuki.jp/
http://yuuyuu.ciao.jp/
http://www.geocities.jp/sozaiyachai/sozaihaikei13.html
http://www.geocities.jp/sozaiyachai/sozaihaikei13.html

