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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 
 

3 
パパ倶楽部 
～凧作り～ 

4 
自由遊び 

節 分 

5 
自由遊び 

 外遊び(亥の浜)  

6 
自由遊び 

7 
自由遊び 

8 
自由遊び 
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ピアノコンサート 

10 
 

 

11 イオンレシート    

建国記念日 

12 
自由遊び 

 外遊び(亥の浜)    

13 
自由遊び 

14 
終日 CLOSE 

15 
自由遊び 

16 
土曜広場 

9:30～14:30 

17 
 

18 
自由遊び 

19 
ゆうゆうバザー 

20 
自由遊び 

 

21 
自由遊び 

 外遊び(亥の浜)  

22 
自由遊び 

23 

Jumeauxcles
ジ ュ モ ク ル ズ

 
で乾杯！ 

24 
 

25 
自由遊び 

26 
自由遊び 

 外遊び(亥の浜)    

27 
自由遊び 

お誕生会 

28 
自由遊び 

★Jumeauxcles公式ブログ↓  
http://jumeauxcles.ashit
a-sanuki.jp/   

世代間交流 

◆ご案内    
 時 間 行  事  内  容  ・  詳  細  等 

3 10:00～11:00 
パパ倶楽部 

～パパといっしょに凧作り～ 

【要予約 2/１(金)〆切】 

パパといっしょに手づくり凧を作ろう！ 
晴天時は１１時解散後、１１：３０まで亥の浜公園で凧あげもするよ☆     
 【参加費(凧１個につき)メンバー１００円・一般１５０円】 

4 11:00～ 節 分 
節分のおめんを作って、みんなで楽しくあそぼう♪ 
【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】 

7 
(10:25受付) 

10:30～11:30 
ゆうゆうふれあい 
ピアノコンサート 

ピアノ連弾グループ Ami’sによるピアノコンサート。 
小さなお子さんでも楽しめる生演奏ですよ♪ お気軽にどうぞ。 
■場所：和室にて 【参加費(1世帯)メンバー２００円 ・一般３００円】 

※このイベントは広場別室（和室）にて開催します。（下記の★参照）  

16 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） 

19 10:00～15:00 ゆうゆうバザー 

☆衣料品詰め放題１００円セール・おいしいパン・お楽しみ食バザー☆ 
※広場内での飲食はできませんので、ご了承下さい。 
※駐車場に限りがありますので、近隣の方は徒歩または自転車で、 

お車の方は譲り合いでお願いします。 

23 10:00～お昼頃 
Jumeauxclesで乾杯！ 

【要予約】 
２月２２日は双子ちゃんの日（ツインズデイ） 双子、三つ子を持つ多胎家族集合！ 
■場所：和室にて 【参加費１００円】  ※このイベントは広場別室にて開催します。 

27 11:00～１１：３０ 2月のお誕生会 
2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】 

28 
(10:25受付) 

10:30～11:30 

世代間交流 
～地域のおじいちゃん 
おばあちゃんといっしょ～

【要予約・定員 7組】 

地域のおじいちゃん・おばあちゃんたちと、楽しく TeaTime。  
あとは当日のお楽しみ❤  
■場所：和室にて 【参加費(1世帯)メンバー１００円 ・一般１５０円】 

 ※このイベントは広場別室にて開催します。（下記の★参照） 

◆外遊びの日 
【参加費 無料】 

亥の浜公園にて 
【５、１２、２１、２６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。 

★別室開催のイベントについて 
通常の広場とは別の、ゆうゆうクラブ内和室にて開催 
します。イベント開催時にも通常の広場（自由遊び）は 
開催しています。  

 

７２ 

 

ＮＰＯ法人 

ゆうゆうクラブ通信 

  

 
 

   
◆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。 

☆フェイスブック、ツイッターしています☆ 

Facebook ページ名：特定非営利活動法人ゆうゆうクラブ 

Twitter ユーザー名：@npoyuuyuuclub 

コメント・フォロー お待ちしてま～す☆ 

 



最最近近のの活活動動報報告告 

11/22 世代間交流～運動会～         

～親子参加の方から～      

・競技内容がわかりやすく単純 

で子どもも楽しめた。         

・年配の方と交流でき良かった。  

・子どもは元気なので、もう少

し種目あってもよかった。  

～源平会の方から～       

・今までのイベントの中で    

一番楽しかった。       

・子どもと触れ合えてすごく   

楽しかった。         

・あと 10 分くらい走りたかった。     

  （もっと汗をかきたい）        

・家事をした後から行ける時間で 

よかった。          

12/13 ウン知育教室            

おなじみのウンチの事なのに、
意外と知らない事だらけでお

もしろい教室でした。手軽にで
きる健康チェック方法なので、
これから気にしながら生活し

てみようと思います。（K.Y）       

12/6 世代間交流～防犯講座～       

普段気になりながらも、具体
的にどう対策していいか分か
らなかった防犯。分かりやす
い説明と資料で意識が高まり
ました。ありがとうございま
した。（R.S）        

12/16 パパ倶楽部～イス作り～       

いつもお世話になっています。  

杏奈はもちろんのこと、親も子

どものように遊ぶことができまし

た。今ではイスは子どもより親

が使用中。良い機会となりまし

た。（杏奈父上）       

12/20 クリスマス会           

・参加型で楽しめた       

・トーンチャイムがきれいだった 

・食べ物が充実していた。    

・老いも若きも楽しめた。    

・劇団がよかった。       

・孫と離れているので、子ども

と触れ合え楽しかった。     

 

 

 

他にも 11 月 12 月には月末恒例お誕生会をはじめ、「よろ

ず語り部・夢追人」さんやボランティア I さんによる読み聞

かせ、外遊びなどもありましたよ☆ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

■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。 

 

 
ブログ QRコード 

 

 

 

 
┨3月の予定┨ 

パパ倶楽部（電車で GO！）、卒ゆう式 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

http://yorozukataribe.blog41.fc2.com/
http://yorozukataribe.blog41.fc2.com/
http://yuuyuuhiroba.ashita-sanuki.jp/
http://yuuyuu.ciao.jp/

