
 

～ 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。 
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平成2５年２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 

ひなまつり 

2 
 

3 
パパ倶楽部 
～電車で GO～ 

 

4 
自由遊び 

5 
自由遊び 

 外遊び(亥の浜)  

6 
自由遊び 

 

7 
終日 CLOSE 

8 
自由遊び 

9 
土曜広場 

9:30～14:30 
卒ゆう式 

10 
 

 

11 イオンレシート    
自由遊び 

12 
自由遊び 

 外遊び(亥の浜)    

13 
自由遊び 

14 
自由遊び 

15 
自由遊び 

 

16 
 

17 
 

18 
自由遊び 

19 
自由遊び 

 外遊び(亥の浜)   

20 
春分の日 

 

21 
自由遊び 

22 
自由遊び 

 

23 
 

親子DE 検診 

24 
 

25 
自由遊び 

26 
自由遊び 

 外遊び(亥の浜)    

27 
自由遊び 

28 
自由遊び 

 

29 
お誕生会 

自由遊び 

30 
 

31 
 

◆ご案内    
 時 間 行  事  内  容  ・  詳  細  等 

1 １１：００頃 ひなまつり 
広場にて、ひなまつりにちなんだ絵本や歌で、ひなまつりを楽しみましょう✿ 

【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】 

3 

10：10 受 付

10：18潟元駅発 

10：21 屋島駅着 

パパ倶楽部 

～電車でＧＯ!～ 

【要予約 3/1(金)〆切】 

パパといっしょに電車に乗って、屋島までお出かけしよう！ 山頂到着
後は各家族で自由に過ごして、各自でご帰宅下さいね☆ 乗り物代、当
日かかる費用は各自でご負担下さい。  
≪行程≫ 潟元駅１０：１８発 → 屋島駅１０：２１着・バス 10：45発→ 山頂 
  【参加費(1世帯)メンバー１００円・一般１５０円】 

8 
10:25受付 

10:30～11:30 
卒ゆう式 

【要予約 3/6（水)〆切】 

卒ゆう証書授与式や、かばトット公演もあるよ。 
卒ゆう以外のお友だちもいっしょにお祝いしましょう☆  
来てくれたご家族にはお土産があります♪※別室（和室）にて開催（下記★参照） 
【参加費(1世帯)メンバー２００円 ・ 一般３００円/ 広場利用料は別途必要です】   

9 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） 

21 13：30～14:00 
親子 DE検診 

【要予約 3/19(火)〆切】 

やくり歯科の松原先生による出張検診。 親子でお口の中をチェックしま
せんか？ 虫歯予防にフッ素塗布もしてもらえるよ♪  
【参加費 : （1世帯）メンバー無料 ・ 一般１００円 / 広場利用料が別途必要です】 

29 11:00～１１：３０ 3月のお誕生会 ３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 
【５、１２、１９、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。 
  

  

 

７３ 

 

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 

1/17 親子DE検診   

歯医者へは特に赤ちゃ
ん連れで行きづらい
ので、つい後回しにな
ってましたが、今日の
結果を見て一度きちん
と歯医者へ行こうと思 
えました。 簡単でも診てもらえて良かったです。（K.Y）  

1/24 世代間交流～もちつき～   

ママたちより ---------------- 
・いい経験ができた。美味しかった。    
・子どもははじめてのおもちを、とても気に  
入って、人の分まで食べていました。   
・大人も杵を持ってつけたのが楽しかった。 

おじいちゃん・おばあちゃんより ---- 
・お手伝いするには年を取りすぎたが
小さい子どもとふれあうことができ、
とても嬉しかった。           
・石うすと杵でおもちをつくことができ
るなんて、今ではめったにないので、
懐かしくてとても楽しいかったです。    

1/27 パパ倶楽部～こま回し～  

簡単そうだったけど、作ってみると

難しくて大人が夢中になった。     
 

2/3 パパ倶楽部～凧作り～  

パパたちたちより--------  
初めての参加で家族ぐるみでの
活動も初めてだったが、とても楽
しめた。また参加したい。    

子どもといっしょの凧作りは始めてで楽しかった。高く飛ばすゾ！ 

1/31 １月のお誕生会    

M ちゃん 1 才のお誕生日でした。 
とても機嫌良く、座っていてくれた
ので、かわいい写真が撮れまし
た!(̂ )̂! 今年もいっぱい遊ぼう
ね❤   （スタッフより）       

2/7 ピアノコンサート      

子どもがいても生の演奏が聴けるの

はウレシイ！騒いでも気にしなくて

いいと言われ、とても気が楽になり

ました。（S.H）           

1月の外遊び           

寒い日の多い1月でしたが、子どもは風の子・
いつでも元気いっぱい！ お母さんと一緒に
走り回ったり、ブーブーカーやブランコに乗っ
たり、砂場で遊んだり・・。寒いにも関わらず、
とても参加者さんの多い1月の外遊びでした。          

ゆうゆう手芸サークル「くるくる」 

家で1人で“ソーイング”もいいけれど、
みんなで相談しながらすると、もっと楽しい！ 
次回は何ができるかな？ 今回のポンチョ
はかわいいのができました♪（M.S）   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
■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。 

 

  

【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 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

┨4月の予定┨ 
薬剤師さんといっしょ、和菓子ティータイム 

 

 

 

４月１日より公団西側駐車場が使えなくなります。 
新しい駐車場につきましては、ホームページ、 
ブログにて詳しい地図を掲載する予定です。 

 

  

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

