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日 月 火 水 木 金 土 
 

 
1 

自由遊び 
2 

自由遊び 

 外遊び(亥の浜)  

3 
自由遊び 

4 
自由遊び 

5 
自由遊び 

6 

7 かがわ 
育児の日 

フェスティバル 

8 
体育の日 

9 
自由遊び 

 外遊び(亥の浜)  

10 
自由遊び 

11   イオンレシート  
自由遊び 

12 
自由遊び 

13 
 

親子 DE 検診 

14 15 
終日 CLOSE 

16 
自由遊び 

 外遊び(亥の浜)  

17 
自由遊び 

 

18 
自由遊び 

19 
自由遊び 

20 
土曜広場 

9:30～14:30 

21 
 

22 
自由遊び 

23 
自由遊び 

 外遊び(亥の浜)  

24 
自由遊び 

25 
自由遊び 

26 
自由遊び 

27 
 

世代間交流 
～ハロウィン～ 

28 
パパ倶楽部 
～屋島ウォーク～ 

 

29 
自由遊び 

30 
自由遊び 

 外遊び(亥の浜)  

31 
自由遊び 

お誕生会 

***初めてご利用される方へ*** 
いつでも気軽にお越しください。 
スタッフ一同お待ちしています。 

わからないことは、 
お電話にてお問合わせくださいね。 

◆ご案内    
日 時 間 行  事  内  容  ・  詳  細  等 

7 10:00～16:00 
かがわ育児の日 
フェスティバル２０１２ 

さぬき子どもの国にて行われる、毎年恒例のビッグイベント！ 
工作、フリマ、相談、展示、ステージ、フードコーナー等、盛りだくさん!! 
ゆうゆうもお魚釣りタイムレースで参加しています。 
ぜひご家族で遊びに来て下さい。 

11 13:00～14:00 親子 DE検診 

やくり歯科の先生による、子どもの歯の健康についての講座を１５分、 
Q＆Aタイムを１５分、親子での歯科検診を３０分していただきます。 
フッ素塗布もありますよ♪ ※人数把握の為、要予約（10/10(水)〆切） 
【参加費 : 1世帯 （ﾒﾝﾊﾞｰ）無料 ・ （一般）１００円 / 広場利用料は別途必要です】 

20 ９：３０～１４：３０ 土曜広場 自由遊び（１２：００～１３：００のランチタイムはありません）   

24 
13:00受付 

13:10～１4:00 
世代間交流 
～ハロウィン～ 

親子で仮装して、ゆうゆう広場から老人施設あざみさんまでをパレード!! 
マイハロウィンバッグを持参してネ☆ 地域みんなでトリックorトリートb 

※要予約 ・ 定員１５世帯 【参加費 ： 1世帯 （ﾒﾝﾊﾞｰ）200円 ・ （一般）30０円】 

28 
10:00広場集合 
10：00～11：00 
１１：３０広場解散 

パパ倶楽部 

～屋島ウォーク～ 

一部ベビーカー不可の場所を通りますので、スリングやおんぶ紐を 
用意して下さい。 荒天時は広場にて、手打ちうどん講座をします。 

※定員１０組の親子・要予約 【参加費：1世帯 （ﾒﾝﾊﾞｰ）無料 ・ （一般）10０円 】 

31 11:00頃～ １０月のお誕生会 １０月生まれのお友だちを、みんなでお祝いしましょう♪ 
【参加費 ： １世帯（ﾒﾝﾊﾞｰ）無料 ・ （一般）1００円 / 広場利用料は別途必要です】 

◆外遊びの日 
【参加費 無料】 

亥の浜公園にて 
【２、９、１６、２３、３０日】 

１０：００～１１：００ 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。 
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◆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。 

 

読者登録されると、ブログに記事を投稿する度に、 

登録されたメールアドレスへ新着情報が 

通知されます。 

外遊びの延期など、新しい情報を 

すぐにお知らせすることができます。 

 

＊読者登録はゆうゆう広場ブログ 

「遊びにおいでよ☆ゆうゆう広場」内でできます。 

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

（通信右下にブログ QR コードがあります） 

＊登録はブログの左側にありますよ～♪ 
 

 

 

 

 

 

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


最最近近のの活活動動報報告告 

7/7 七夕      

素敵な七夕飾りがで
き嬉しかったです。 
紙芝居まであり、楽し
いひとときをありが
とうございました。    

（ H.M） 

7/19  親子 DE 健診 

なかなか歯医者さんに行けな
いので、診てもらえて助かりま
した。子どもにフッ素も塗っても
らえ、嬉しかったです。自分に
虫歯がみつかりました・・・(-_-;) 
やさしい先生で良かったです。 
ありがとうございました。（Ｈ．Ｔ） 

7/26  世代間交流 ～おにいちゃん・  

 おねえちゃんといっしょ～  

小さいながら、水鉄砲や 
しゃぼんだまで、お兄ちゃん
お姉ちゃんに立ち向かって
いました。 見ていて楽し
かったです。 （M.K） 

8/2 あすなろ保育園の  

 先生といっしょ  

大好きなあすなろ保育園の先生
と工作ができたので、とても楽
しかったです。いつもならイヤ
イヤで、あまり楽しめないので 
すが、知っている先生と一緒なので 楽しくできました。
また次回があれば参加したいです。（H.O）           

8/5 パパ倶楽部   

  ～花火～  

久しぶりに子どもたちと花火 
ができてとても楽しかった！
一家族だけでするよりは、明ら
かにみんなでする方が楽しい 
と思います。家族の集合 
写真を撮って欲しかった。（N.K） 

8/23 世代間交流   
 ～ほっとハウスさんと交流会～  

うどん生地を伸ばしたり切ったり…
子どもも参加することができて楽し
そうでした。うどんは３杯も食べて、
とてもおいしかったです。（K.Y）  

7 月のサークル活動    

多胎育児サークル 

『HAPPY☆CLOVER』 

６月に神戸で開催された多胎 

育児研修会の報告やツインズ 

デーの打合せなどをしました。 

8/11 イエローレシート   

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ＢＯ
Ｘ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。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

■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/ 
☆ホームページからもこの通信を印刷できます。 

●子育てホッとステーション● 

ゆうゆう広場  
特定非営利活動法人ゆうゆうクラブが運営する 
高松市地域子育て支援拠点事業「ひろば型」です 

■開催時間：月曜日～金曜日  9:30～15:30 

（ランチタイム 12:00～13:00） 
＊好きな時間に遊びに来て下さい。 
自由遊びの予約はいりません。 

■対象：主として概ね３歳までのお子さんとその保護者 
（パパ、ママ、おじいちゃん、おばあちゃんでも） 
妊婦さんも大歓迎！ 

■メンバー登録料 500円/年（保険料込み） 

■メンバー利用料 100円/回（初回は無料） 

■ 一 般 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。 

 

  

【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。 

 

 
ブログ QRコード 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

┨１１月の予定┨ 
運動会、感染症講座、ゆうゆうバザー、パパ倶楽部バーベキュー 

 

 

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

