親子で遊びに行けるところ
どようび 親子の広場
場所

日時

子育て支援センターつばさ
子育て支援センターもりのこ
子育て支援センターいなだ

＜どようび広場＞ ９：００～１２：００（予約なし） １３：３０～１５：３０（予約制）
開催日 4/13、5/18、6/15、7/27、8/10、9/21、10/26、11/30、12/14、1/18、2/1、3/7
＜どようび広場＞ 第3土曜日

９：００～１１：４５

１２：４５～１５：００

＜どようび広場＞ ９：００～１４：００
開催日 4/20、5/25、6/22、7/20、8/24、9/21、10/26、11/16、12/21、1/25、2/22、3/21

子育て支援センターすずらん

＜どようび広場＞ 第2・4土曜日

９：３０～１５：３０

３/１４休み

子育て支援センターこでまり

＜どようび広場＞ ９：００～１２：００ １３：００～１５：００
開催日 5/18、6/1・29、8/31、9/21、11/16、12/7、2/8・29

にちようび 親子の広場
場所

日時

子育て支援センターこでまり

＜にちようファミリ-デ-＞

７/２１、１０/１３、１/１２

子育て支援センターあじさい

＜にちようファミリ-デ-＞

８/２５

子育て支援センターすずらん

＜ぴよぴよ広場＞ 第1子で1才までのお子さんと保護者、マタニティの広場
第１日曜日 １０：００～１２：００ ５月は第2日、９月は第４日

すずらん保育所

９：００～１２：００

９：００～１２：３０

<サンデーファミリー> ９：４５～１１：４５
4/21、5/19、 6/16、7/21、8/18、9/15、10/20、11/17、12/15、1/19、2/16、3/15

にこにこるーむ～運動発達に遅れや身体に障がいのあるお子さんとお母さんの広場～
親子で一緒に遊び、発達を促します。また、お子さんに必要な情報提供など、生活のサポートをしていきます。

場所

住所

保健福祉センター

東8条南13丁目１

日

時

＜お問合せ先＞

毎週火曜日
10：30～12：00

子育て支援課
℡２５－９７００

子育て応援事業所の広場
事業所名

住所・電話

名 称

日程・時間
毎月１回
午前中

おやこあそびいっぽっぽ

認定NPO法人
西20条南5丁目18
ぷれいおん・とかち
℡３６－０５６０

幼児向け公演(人形劇など）

不定期に開催

プレイセンターにじっこ

コープさっぽろ
帯広地区本部

幕別町札内豊町４３
北センター
トドックステーション

毎週火曜日
１０：３０～１２：００
毎週火曜日
１０：００～１１：３０

子育て広場

毎週木曜日
１０：３０～１２：００

音更町木野大通り東10丁
目

南センター
トドックステーション

★いずれも要申込み
★詳しくはホームページまたはお問
い合わせください。

毎週水曜日 午前中

ベルデ文化教室
(2階多目的室）
西17条南4丁目
さつない店
（組合員交流ルーム）

備 考

月～土曜日
10:00～18:00

コミュニティルーム

西5条南36丁目1
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★お誕生会・クリスマス会・学習会な
ど 不定期に開催
★日程の変更あり
ホームページか地区ニュースたんぽ
ぽで確認してください。
＜問い合わせ先＞３３－９５８７
親子で自由に遊べます。

親子で遊びに行けるところ
子育てサロン
住 所・電 話
東8条南13丁目1 保健福祉センター 1階
℡２５－９７００

保健福祉センター
プレイルーム

日

毎週月～金
9：30～15：30

西2条南8丁目 藤丸 8階

子育て活動室

毎週月～日 10：00～19：00
不定休(ただし、12╱29～1╱3は休み）

市民活動交流センター ℡２０－３００４
緑ヶ丘2番地 児童会館2階

もっくんひろば

毎週火～日

℡２４－２４３４

市民活動プラザ

東11条南9丁目1番地 市民活動プラザ六中
北側１階交流スペース内

六中キッズスペース

程

9：00～17：00 月曜休館、ただし祝日は開館
11～3月の祝日の翌平日は休館

毎週月～土 9：00～16：30
日・祝日休館(祝日の土曜日は休館)

℡２４－７５９８

催しもの
場所

日程

住所

時間

こどもウィークおびひろ2019 5/3～5/5
児童会館

緑ヶ丘2番地
℡２４－２４３４

おびひろ動物園

緑ヶ丘2番地
℡２４－２４３７

帯広市図書館

西2条南14丁目３
℡２２－４７００

帯広市民
文化ホール

西5条南11丁目48
℡２３－８１１１

もっくん教室

12～3月の月２回（水）

14:00～15:00

親子おもしろ教室

9：30～11：30

5～2月の月１回（土）

ちびっこふぁーむ （小動物とのふれあい）
スポットガイド
おはなし会 第2・4水 (対象：乳児）
〃 毎週土（対象：幼児～小学低学年）

11：00～11：20
11：00～11：30
14：00～30分間程度
13：00～14：00楽器体験 14：30～15：30演奏会

月曜各6回

3回目(8/19～9/30）

南町南7線56番地７ ４回目（10/7～11/18） 5回目(1/20～2/24)
帯広の森運動公園内
おやこ水泳教室無料レッスン 10/14（月）
℡４７－３６３０

大通北1丁目１
℡２２－７８２８

ベビースイミング
2回目 6/3～7/8（月）
3回目 8/19～9/30（月）
親子運動教室 火・木8回コース
5/7、5/9、5/14、5/16、5/21、5/28、5/30、
6/4
ベビーダンス教室(9月～10月) 6回
金曜
（12月～1月) 3回

帯広の森体育館

開園期間中
（HP・電話でご確認ください）

こども映画会～第２日曜日
親と子のわくわく音楽会 1/26(日)

2回目 （5/27～7/8)

帯広市
総合体育館

金曜

南町南7線56番地７
帯広の森運動公園内
ママ＆ベビーピラティス
℡48－8912

リズムエクササイズおやこ 11/1～12/16
市民活動交流
センター

みんなで楽しくリトミック(0・1・2才児）

西2条南8丁目藤丸８
①6/18(木）1・2歳児 ②10/15（火）0歳児
階 48-8912

③2/18（火）1・2歳児
森の交流館・十勝

西20条南6丁目1－2
℡３４－０１２２

10：00～11：30

きらきら人形劇場 ５～３月の月１回（土か日）

おやこ水泳教室

帯広の森
市民プール

10：00～15：00

キッズ・プレイグラウンド

対象：2・3・4歳児と保護者20組
10：00～10：50
（3回目のみ11:00～11:50も開催 ）
(受講料あり )
対象：2・3・4歳児と保護者 先着20組
対象：6か月～２才未満児と保護者１０組
2回目 A 12:00～12:50 B 13:00～13：50
3回目 13:00～13:50
16：00～17：30 （受講料あり)
定員20組、申し込み4/23迄
10:30～11:130 (受講料あり)
首がすわっている3か月～歩行前までの子どもと
保護者20組
全5回 10:30～11:15 (受講料あり)
首がすわっている3か月～歩行前までの子どもと
保護者20組
金曜日 6回コース 16:00～17:00
(受講料あり) 年少と保護者20組

各日 10：30～11：15（受講料あり）
問い合せ 帯広の森体育館（４８－８９１２）

10：00～11：30

5・7・9・11・1・3月 第3土曜日

※問合せ先～直接、各施設にお問い合わせください。
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海外の遊びを外国語で楽しむことができます。

