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平成2４年１０月 
                            NPO 法人ゆうゆうクラブ発行 

 

日 月 火 水 木 金 土 
***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。 

1 
自由遊び 

2 
自由遊び 

3 
文化の日 

4 
 

5 
自由遊び 

6 
自由遊び 

 外遊び(亥の浜)   

7 
自由遊び 

8  地域開放 
～感染症講座～ 

ｲﾍﾞﾝﾄ終了後自由遊び 

9 
自由遊び 

10 
 

11 
    イオンレシート   

 

12 
自由遊び 

 外遊び(亥の浜)  

13 
ゆうゆうバザー 

 

14 
自由遊び 

 

15 
終日 CLOSE 

16 
自由遊び 

17 
土曜広場 
9:30～14:30 

18日曜広場 
9:30～14:30 

パパ倶楽部 
～ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰ～ 

19 
自由遊び 

20 
自由遊び 

 外遊び(亥の浜)   

21 
自由遊び 

22 
世代間交流 
～運動会～ 

（亥の浜公園） 

23 
勤労感謝の日 

24 
 

25 
 

26 
地域子育て支援拠点事

業従事者対象虐待防止

研修会のため CLOSE 

27 
自由遊び 

 外遊び(亥の浜)   

28 
自由遊び 

29 
自由遊び 

 

30 
自由遊び 
お誕生会 

 

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

8 
9：30受付

10:00～1１:30 
地域開放 

～感染症講座～ 

インフルエンザ流行に備えて、感染症の正しい知識と予防について座談会
形式の講習会です。講習を受講される方は、大人だけでの参加も OK！  

【参加費・広場利用料無料 / １１：３０以降は広場利用料が必要です】 

１３ 10:00～15:00 ゆうゆうバザー 
秋・冬もの中心、毎回大好評の詰め放題や食バザーもありますよ。どなた
でもご参加いただけます。 ☆大好評！おさつコロッケカレー風味も登場☆ 
※駐車場が少ないので、譲り合ってのご利用をお願いいたします。 

17 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）   

１８ 

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

10：00～13：00 
パパ倶楽部 

～バーベキュー～ 

いつもの広場でバーベキュー。みんなが協力して材料を切ったり、パパは
火起こしをがんばってネ☆  
【持ち物：飲み物（アルコール OK）・デザート類 ※１才未満児の食べ物】 
【参加費: （ﾒﾝﾊﾞｰ）大人 1人 800円・子ども 1人１歳以上 500円 ※要予約  

（一般）大人 1人１２００円・子ども 1人１歳以上750円】 （１１/16(金)１０：００〆切） 

22 
（9:45受付） 

１０：００～１１：３０ 
世代間交流 

～ゆうゆう運動会～ 

近隣の地域の方々も交えて、運動会を満喫しよう！ ゆうゆう広場前の 
亥の浜公園にて。  雨天の場合は、１１月２８日（水）に振替ます。 
※先着大人３０名子ども４０名の定員になり次第、受付を終了します。 

【参加費: 大人も子どもも 1人（ﾒﾝﾊﾞｰ）１00円・（一般）15０円】 

30 11:00頃～ １１月のお誕生会 １１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 
【６、１２、２０、２７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。 

   
  
  
  

 

６９ 

 

ＮＰＯ法人 

ゆうゆうクラブ通信 

  

 
 

 

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～♪ 
 

 

 

◆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。  

 

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


最最近近のの活活動動報報告告 

8 月のお誕生会    

1か月遅れでしたが、皆さ
んにお祝いしてもらえて
嬉しかったです。写真も
きれいにデコレーション
していただいて記念にな
りました。（R.S）     

9/2  パパ倶楽部 ～縁日～           

色んな子どもたちと交流で
きて楽しかったです。初めて
食べた「たこせん」美味し
かったです。親子で楽しめ
た １日でした。ありがとう
ございました。（J）     

9/6 地域開放 ～防災講座～          

避難すること以上に、
日頃からの意識が大
事だと知りました。日
常から情報収集しよ
うと思います。（H.S）       

9/27 世代間交流 ～流しそうめん～        

初めての本格的な竹の流しそ
うめんに大興奮！大好きなぶ
どうとみかんまで流れて来て、
思わず両手で『パシッ！』にこ
ーっと笑顔に(^^)。楽しい思い
出ができました。（ゆっこ）       

9/26 HAPPY☆CLOVER～ツインズディ打合せ～     

卒ゆう以来半年ぶりの広場、懐かしい気持

ちで参加しました。  仲良く遊んでいる双

子たち(３組)を眺めつつ、みんな大きくな

ったなぁと成長を喜べた時間でもありま

した。 2/23 のイベント楽しみですね。 新し

い出会いの予感ワクワク♪（やっちょちゃん）       

9/15 土曜広場             

初めて土曜日に来
ました。いつものよう
に楽しく遊べました。
また来ようと思いま
す。ありがとうござい
ました。（K.H）    

9 月のお誕生会     

みんなにハッピーバースデ
ーの歌をうたってもらって
にっこり笑顔に。素敵なお
誕生日会を開いていただ
いて ありがとうござい
ました。（ゆっこ）    

9 月の外遊び                 

夏ほど暑くなく、日陰でち
ょうど良い気候でよかった
です。砂遊びのおもちゃが
たくさんあったので、お友
だちと仲良く遊べました。
楽しかったです(^^)（S.I） 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

■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/ 

●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。 

☆ホームページからも 

この通信を印刷できます。  

  

【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┨ 
防犯講座、パパ倶楽部～牛乳パックイス作り～、クリスマス 

 

 
ブログ QRコード 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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

