
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6

絵本の時間 身体計測 安心育児・おっぱい教室 身体計測 父親のための土曜子育て広場

（保育士による） ※事前予約制 ※事前予約制 ※事前予約制 「サタパパ広場」

休館日 休館日 11：30～11：45 10：00～10組 10：00～3組 10：00～10組 水遊びグッズ作り

※フェイスタオル持参 13：00～3組 14：00～10組 ※事前予約制

ふれあい遊び 絵本の時間 ※フェイスタオル持参 10：30～5組

11：30～11：45 （ボランティアによる） やまなみ号 11：00～5組

11：00～11：30 14：30～15：30

7 8 9 10 11 12 13

★ブックスタート ふれあい遊び

休館日 休館日 ※事前予約制 11：30～11：45 休館日

11：00～ （山の日）

絵本の時間

（保育士による）

11：30～11：45

14 15 16 17 18 19 20

安心育児・おっぱい教室 はじめて広場

休館日 休館日 ※事前予約制 ｢かがやきへいらっしゃ～い｣

10：00～3組 10：30～11：30 ※事前予約制

13：00～3組 ※事前予約制　5組 10：00～

インターナショナルの集い やまなみ号

10：45～11：30 14：30～15：30

21 22 23 24 25 26 27

★ブックスタート こんにちは広場 安心育児・おっぱい教室 ぐりとぐらの集い

休館日 休館日 ※事前予約制 （子育て井戸端会議） ※事前予約制

11：00～ 11：00～11：30 10：00～3組

絵本の時間 ふれあい遊び 13：00～3組 10：45～11：30

（保育士による） 11：30～11：45 8月生まれのお誕生会

11：30～11：45 健康相談（受付13：30～） ※事前予約制

※事前予約制　各5組 11：30～

（健康相談・歯の相談

栄養相談）

14：00～15：00

28 29 30 31

絵本の時間 親子で遊ぼう！

休館日 休館日 （保育士による） 「ダイナミックお絵描き」

11：30～11：45 ※事前予約制

10：30～5組

11：00～5組

「双子・三つ子ちゃん

･･･集まれ！！」

◎名張市こども支援センターかがやきのご利用は名張市在住の方を対象とさせていただきます。

   開館はしていますが、
   定例の事業はお休み
   させていただきます。

★ファミリーサポート

センター説明会開館はしていますが、定例の事業は
お休みさせていただきます。

《８月かがやき行事予定》
★かがやきは開館日、開館時間中(9:30～17:00）であればいつでも親子で遊ぶことができます。子育て相談等も随時行っています。下記の予定
は自由参加です。（事前予約が必要な行事もあります。）

名張市こども支援センターかがやき 
名張市桔梗が丘西 3 番町 3 街区 107 番地 

電話（0595）67-0250 
FAX（0595）66-5650 

名張市公式ホームページ 
https://www.city.nabari.lg.jp 

かがやきをご利用の皆様へお願い 
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、来館にあたって以下のお願いをさせていただいています。 
ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。 

〇手洗いと手指の消毒  
〇マスクの着用（但し 2 歳児未満のマスクは不要。2 歳児以上の未就学児のマスクは一律には求めません。） 
〇人との距離（互いに手を伸ばしたら届く距離での会話や発声をお控えください。） 〇現在、和室でのお食事はできません。 
〇「密閉・密集・密接」を避けるために館内の利用人数を 20 組とさせていただきます。 
〇感染対策のため、長時間の滞在はご遠慮ください。 
〇小学生以上のお子様については、ホール以外の場所で遊んでいただきます。 
※利用の際には検温をしていただき、発熱や咳等症状がみられる場合はご利用できません。 

「かがやき通信」配布場所 
名張市役所福祉子ども部､各保育所(園)､認定こども園、公立幼稚園､保健センター､文化センター､市民センター､教育センター 
総合福祉センターふれあい､名張市市民情報交流センター､名張市立病院､小児科医院､産婦人科医院、図書館、  
名張市子ども発達支援センター､児童発達支援センターどれみ､まちの保健室、名張市こども支援センターかがやき 

月 

いよいよ夏本番！たっぷり遊んで食べて眠って、今月も元気に過ごせるといいですね。引き続き感染予防の対策を徹底し、衣類の調節や
こまめな水分補給、室内の温度調節などに気を付けながら、心地良く夏を過ごしていきたいですね。 

身体計測受付時間 
午前の部 9：30～10：30 
午後の部 13：30～14：30 

 

身体計測受付時間 
9：30～10：30 

 

 健康相談は 15：00 
までにお越しください。 

https://www.city.nabari.lg.jp


 
 

8 月26 日（金）11 時30 分～ 
●事前予約制 
●8 月2 日（火）～25 日（木）までに、 

かがやきの窓口または電話でご予約ください。 

ダイナミックお絵描き 
 8 月 31 日(水)10 時 30 分～/11 時～ 

●事前予約制 先着各 5 組 
●7 月 21 日（木）～8 月 30 日（火）までにかがやきの 
窓口または電話でご予約ください。 

水遊びグッズづくり 
8 月 6 日（土）10 時 30 分～/11 時～ 
●事前予約制 先着各 5 組 
●7 月 5 日（火）～8 月 5 日（金）までに 
かがやきの窓口または電話でご予約ください。 

保健師による健康相談、歯科衛生士による歯科相談、管理栄養士に
よる栄養相談を行います。どうぞお気軽にご相談ください。 
●事前予約制 先着各 5 組 
●7 月 21 日（木）～8 月 23 日（火）までに、かがやきの窓口

または電話でご予約ください。 
●持ち物：母子健康手帳、フェイスタオル 

♡8 月生まれの  

    お誕生会♡ 

◇かがやき以外でも、下記の場所で「広場」が開催されています。（事前予約が必要な広場もあります。） 
◇地域や施設の都合により予定が変更になるときもあります。 

かがやきＨＰをご覧いただくか、各施設にお問い合わせください。 

出張なかよし広場（国津保育所）

8月 3日(水）・31日(水） 10：00～12：00

8月24日(水） 10：00～14：30

※24日(水)　14：00～14：30　やまなみ号の巡回があります。

 

おすわりやす いすどっせ 
あんまりのったら こけまっせ 

 
大人の膝の上に子どもが座り、たてに揺らして唄います。 

お座りが上手に出来るようになった子には、最後の「こけまっせ」

のところで大人の足と足の間にストンと落とします。 

鼓動に合わせてリズムをとることで、子どもたちは安心して弾む

ことができます。 

子どもは、落とされることを期待し楽しみに待つので、待つこと

も覚えます。 

 

日
　2(火）23(火）

 3(水)10(水)24(水)31(水)

 4(木)18(木)25(木)

  4(木)18(木)25(木）

 3(水)

 4(木)

 9(火)

17(水)

18(木)

19(金)

24(水)

10(水)

　

 

 3(水)

 5(金)

桔梗が丘保育園  9：30～11：00

富貴の森こども園  9：30～11：00 ※3日前までに要予約

幼
稚
園

名張幼稚園
（なかよし広場）

お休み

梅が丘幼稚園
（にこにこ広場）

お休み

認定こども園

つつじが丘幼稚園
（なかよし広場）

10：00～11：00

★園庭開放（雨天時室内）

※電話予約にて先着7名

1日申込開始

（1日が土日の場合

月曜より受付）

受付時間10時～17時

電話68-3451

認定こども園

よさみ幼稚園
(ぴこちゃんルーム）

10：00～11：00
園庭開放

（雨天中止）

 9：30～11：00

蔵持こども園  9：30～11：00

※屋外活動(水遊び)を実施。

濡れてもよい服でご参加ください。

持ち物；着替え、タオル(雨天中止)

比奈知保育園  9：30～11：00

滝之原保育園  9：30～11：00

≪なかよし広場≫
園名 時間 備考

保
育
所
（

園
）

こ
ど
も
園

大屋戸保育所  9：30～11：00

薦原保育所  9：45～11：00

錦生保育所  9：30～11：00

つつじが丘保育園
 9：30～10：30

園庭開放他

※夏季期間中は、水遊びを実施。

10：30までに時間短縮しています。

1日5組限定、要予約（雨天中止）

箕曲保育園 10：00～11：00

名張西保育園  9：30～11：00

西田原保育園

マイ保育ステーション※詳細は各施設へお問い合せください※

赤目保育所(おひさま)

※8/12(金)～15(月)までお休み。

月～金

9：00～16：00

℡ 63-2805

昭和保育園(かざみどり)

※8/12(金)～17(水)までお休み。
℡ 63-1767

みはた虹の丘こども園(なないろ)

※8/12(金)～17(水)までお休み。
℡ 65-3065

●日時：9 月２4 日(土) 10：00～12：00 
●場所：名張近鉄ガス 2 階 料理教室 
※駐車場は、近鉄ガス隣の「近鉄桔梗が丘有料駐車場(1 時間 100 円）

をご利用ください。 
●定員：6 組（先着順）  ●対象：3 歳児以上小学生までの親子 
●参加費用：500 円    ●持ち物：エプロン、三角巾 
●申込：8 月 16 日（火）～9 月 9 日（金）までに、かがやきの窓口 

または電話でご予約ください。託児が必要な方は、同時にお申し込み 
ください。（こども支援センターかがやき：67-0250） 

日

4(木)18(木)

10(水)25(木)

　5(金）

10(水)24(水)

すずらん台市民センター  5(金)

18(木)

2(火)16(火)30(火)

17(水)31(水)

 9(火)→中止

 5(金)

19(金)…お楽しみ会

24(水)→中止

16(火)

きらきらひろば
中央ゆめづくり館

防災センター2階

くらっこ広場 蔵持市民センター

わいわい親子の広場 梅が丘市民センター

地

域

広場名 場所

マーヤにこにこひろば 妙典寺会館

ひまわりっこひろば 滝之原公民館

すずらん台なかよし広場

すずらんちびっこクラブ

さつきっ子広場 さつき台第2集会所

みはたっこ 美旗市民センター

つどいの広場 百合が丘東第3集会所

スキップ広場 百合が丘市民センター

おじゃまる広場 つつじが丘市民センター

箕曲ももちゃん広場 箕曲市民センター

ききょうなかよし広場 桔梗が丘市民センター

ゆこゆこ親子サロン ふれあいサロンゆこゆこ

忍たま広場 赤目市民センター

お休み

10：00～12：00

時間

お休み

10：00～11：00

10：00～11：30

※25日は地域限定

10：00～12：00

お休み

中止

10：00～11：30

※地域限定

すずらん台東集会所

中止

10：00～11：30

お休み

10：00～11：30

10：00～11：30

10：00～11：30

10：00～11：30


