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梅雨が明けると本格的な夏がやってきますね。梅雨が明けるまではうっとうしい日々が続き、出かけるのも

おっくうになりますが、そういう時こそ児童センターに遊びに来ませんか⁉ 児童センターで、親子で行事に

参加したり、おもちゃで遊んだり、気分転換してみてくださいね。

今年も、須玖児童センターの屋上でヒマワリが大きく生長しています。このヒマワリは、北部九州水害で被

災した東峰村復興支援の一環で、昨年植えたヒマワリから種を収穫し、それを今年も植えました。小さな芽を

出し、日に日に大きくなっています。今年もしっかり花を咲かせてくれるよう願っています。（花が咲いたら、

玄関に登場する予定です）

☆児童センター人気のおもちゃベスト３☆

～毛勝児童センター編～
今月は毛勝児童センターで人気のある幼児さん向けのおもちゃ

を紹介します♪

「おやおや、おやさい」

児童センターの

ホームページはこちら →

行事予定も掲載しています

野菜さんたちのマラソン大会のお話ですが、野菜の名前のごろあわせ

が楽しい絵本です。リズミカルな言葉が次から次にでてきて、楽しい言

葉遊びになっています。夏の野菜もたくさん出てきますよ。

言葉のリズムをたのしみましょう！

絵本の紹介

夏の健康「熱中症」について
夏、子どもたちの健康面でもっとも気をつけた

いのが「熱中症」です。

子どもの熱中症はこんなに危険！です。

規則正しい生活（睡眠・食事など）を大人も一緒

に心がけ、適度な運動（あそび）・休息・水分補

給をして熱中症予防をしましょう！

くるくるチャイム
・月齢関係なく、幼児さんに大人気のおもちゃ

です。赤・青・白・黄色・緑のボールを転がす

と「チリンチリン」と鳴るチャイムが楽しいよ

うです。

都営バス
・バスの玩具の中でも大人気の

「都営バス」。バスのアナウンスを

聞くと幼児さんの顔も

自然と笑顔になります。

ままごとセット
・幼児さんに大人気の「ままごとセット」

です。セットの中身は色々違いますが

「ケーキ」は特に人気です。

石津ちひろ 文 山村浩二 絵

・子どもは背が低く地表面に近いため、

反射熱などにより大人よりさらに高い

気温にさらされている。

・年齢により、のどが渇いていることを

実感して自ら水分補給をしたり、言葉

で伝えたりすることが難しい。

・子どもは汗をかくことで体温を下げる

体温調節機能なども発達途中なので、

外気温の影響を受けやすい。

2年前に政府から各家庭に配

布された布製マスクを活用し

た「背中ひんやりパット」

ひそかに流行のきざしが…？

可愛くて涼しそう！



日
付

曜
日

1 金 13：30 親子でぎゅっ♪(当日先着10組)

2 土
3 日
4 月
5 火 11：00

11：30
ヨチヨチ広場(申込12組)
おひさま広場

11：00
11：30

ヨチヨチ広場(申込15組)
にこちゃん広場

10：30
11：00

ニコニコくらぶ(申込15組)
ぴよちゃん広場

6 水 13：30 親子でぎゅっ♪(当日先着10組)
11：00
11：30

ヨチヨチ広場(申込12組)
おひさま広場

11：00
11：30

ヨチヨチ広場(申込15組)
にこちゃん広場

10：30
11：00

ニコニコくらぶ(申込15組)
ぴよちゃん広場

7 木 11：00 ヨチヨチ広場(申込15組)
10：30
11：00

ニコニコくらぶ(申込12組)
おひさま広場

10：30
11：00

ニコニコくらぶ(申込15組)
にこちゃん広場

10：30
11：00

ヨチヨチ広場(申込15組)
ぴよちゃん広場

8 金 11：00 ヨチヨチ広場(申込15組)
10：30
11：00

ニコニコくらぶ(申込12組)
おひさま広場

10：30
11：00

ニコニコくらぶ(申込15組)
にこちゃん広場

10：30
11：00

ヨチヨチ広場(申込15組)
ぴよちゃん広場

9 土 10：30 おまたせ！トランポリン
（1歳以上、申込12組）

10：30 ワイワイ幼児タイム
（3歳以上向け、申込12組）

11：00 ミニミニおはなし会
(当日先着5組)

10 日
11 月
12 火 11：00 親子でぎゅっ♪(当日先着10組) 10：30 親子サロン(申込12組)

11：00
11：30

ヨチヨチ広場(申込15組)
にこちゃん広場

10：30 わくわく幼児タイム
(申込15組)

13 水 11：00 ニコニコくらぶ(申込15組)
11：00
11：30

ヨチヨチ広場(申込12組)
おひさま広場

11：00
11：30

ヨチヨチ広場(申込15組)
にこちゃん広場

10：30 親子サロン(申込15組)

14 木 11：00 ニコニコくらぶ(申込15組)
11：00
11：30

ヨチヨチ広場(申込12組)
おひさま広場

10：30
11：00

ニコニコくらぶ(申込15組)
にこちゃん広場

10：30
11：00

ヨチヨチ広場(申込15組)
ぴよちゃん広場

15 金 11：00 親子サロン(申込15組)
10：30
11：00

ニコニコくらぶ(申込12組)
おひさま広場

10：30
11：00

ニコニコくらぶ(申込15組)
にこちゃん広場

10：30
11：00

ヨチヨチ広場(申込15組)
ぴよちゃん広場

16 土 13：30 親子でぎゅっ♪(当日先着10組)
10：30 親子で体操

(2歳以上向け、申込15組)

17 日 11：00 親子であそぼう
「紙あそび」(当日先着10組)

18 月
19 火
20 水 10：00

13：30
子育て相談(当日先着3組)
親子でぎゅっ♪(当日先着10組)

11：00 楽しいおはなし会（ミニ）
(当日先着5組)

10：30 親子サロン(申込15組)

21 木 11：00 親子でぎゅっ♪(当日先着10組)

22 金 13：30 親子でぎゅっ♪(当日先着10組)

23 土 14：00 幼児タイム(申込15組)
「ミニミニ水あそび」

24 日
25 月
26 火
27 水 10：20 平和展（申込15組）

10：30 ワイワイ幼児タイム
（3歳以上向け、申込12組）

28 木 10：30 屋上DE水遊び（申込12組）

29 金 10：30 屋上DE水遊び（申込12組）

30 土
31 日

休館日 休館日 休館日休館日

休館日

休館日 休館日

休館日

2022年　7月

　 白水児童センター　 光町児童センター 　 毛勝児童センター　 須玖児童センター

休館日 休館日 休館日休館日

休館日

休館日 休館日

休館日 休館日 休館日

休館日 休館日 休館日

休館日休館日 休館日

ヨチヨチ広場(０～１歳児向け)

ニコニコくらぶ(２歳以上向け)

親子サロン(０～３歳児向け)

※…児童センターの申し込み行事は７月1日(金)午前１０時から受け付けます。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、行事が中止になる場合があります。

詳細については各施設へお問い合わせください。



日
付

曜
日

1 金
2 土
3 日
4 月

5 火
10：00 【春日どろんこ】

　

自然食堂「笹の葉団子作り」
(要申込/100円)≪持ち物≫水筒、エプロ
ン、マスク、三角巾

10：00

10：00

【須玖】

【恵星】

「子育て広場SukuSuku」(要申込/無料)
　≪持ち物≫親子共に上靴・水筒
★「水であそぼう」(要申込/300円)

6 水 11：00 ひよこのへや
(0さいからのおはなし会)

10：00

10：30

【須玖】

【森の木】

「未就園児教室のんのんクラブ」
　(要申込/無料)
　≪持ち物≫親子共に上靴・水筒
「幼稚園見学会＆キッズビクス」
　（要申込/10時受付）

7 木
10：00
10：30

【恵星】
【くすの木】

★「水であそぼう」(要申込/300円)
「幼稚園見学会＆キッズビクス」
　(要申込/10時受付)

8 金 10：30 【もみの木】
☆「キッズENGLISH」
　(要申込/500円/10時受付)

9 土 11：00 3さいからのおはなし会

10 日
11 月 10：00 【泉ヶ丘】 「幼稚園見学会」(ホームページから

　要予約/人数制限有)

12 火
10：00 【春日どろんこ】 自然食堂「フルーツポンチ作り」

(要申込/100円)≪持ち物≫水筒、エプロ
ン、マスク、三角巾

10：00
10：30

【恵星】
【森の木】

★「水であそぼう」(要申込/300円)
☆「キッズENGLISH」
　（要申込/500円/10時受付）

13 水 11：00 こりすのへや
(1さいからのおはなし会)

10：30

10：30

【宝】

【くすの木】

「ぴょんぴょんクラブ」(満2歳児からの
　親子教室/要申込/1回300円）
　≪持ち物≫上履き・タオル・水筒など
☆「キッズENGLISH」
　（要申込/500円/10時受付）

14 木
10：00
10：00

10：30

【恵星】
【泉ヶ丘】

【もみの木】

★「水であそぼう」(要申込/300円)
「さくらんぼクラス」（要申込/300円）
　≪持ち物≫帽子・水筒
「幼稚園見学＆キッズビクス」
　（要申込/10時受付）

15 金
16 土 11：00 3さいからのおはなし会

17 日
18 月
19 火 10：00 【恵星】 ★「水であそぼう」(要申込/300円)

20 水 11：00 ひよこのへや
(0さいからのおはなし会)

10：00 【宝】 「宝キッズサロン」(0～3歳までの未就園児
親子/申込不要/無料)≪持ち物≫上履き・帽
子・タオル・水筒など

21 木 10：00 【春日どろんこ】 自然学校「虫捕り」(要申込/無料/雨天中
止)≪持ち物≫水筒・帽子

10：00 【恵星】 ★「水であそぼう」(要申込/300円)

22 金
23 土 11：00 3さいからのおはなし会

24 日
25 月 10：00 【春日どろんこ】 寺親屋「離乳食について」

（要申込/無料）≪持ち物≫水筒

26 火 10：00 【春日どろんこ】 青空保育（若葉台中央公園にて/無料/雨
天中止）≪持ち物≫水筒・帽子

27 水 11：00 こりすのへや
(1さいからのおはなし会)

28 木
10：00 【春日どろんこ】 芸術学校「フィンガーペインティング」

(要申込/無料/雨天中止)
≪持ち物≫水筒・帽子・タオル・着替え
一組・ビニール袋

29 金
30 土
31 日

2022年　７月
市民図書館

（ふれあい文化センター）
保育所・園 幼稚園

休館日

休館日

休館日

休館日

✆新型コロナウイルス感染拡大防止のため、行事が中止になる場合があります。

詳細については各施設へお問い合わせください。

★【恵星幼稚園】

5日・12日・19日(火曜日)

7日・14日・21日(木曜日)

≪持ち物≫水筒、帽子、タオル、着替えなど

※水着可。親子とも汚れても良い服装

【転入園の相談は随時受付中です。お気軽にどうぞ】

☆【森の木】【くすの木】【もみの木】

「キッズENGLISH」

※パピー・ぷちパピークラブの方は無料

【春日小鳩幼稚園】

『幼稚園見学は随時行っています』

（電話にて要予約）



保育所・園 連絡先 園庭開放 幼稚園 連絡先

あいあい保育園 915-7555 当面の間なし 泉ヶ丘幼稚園 574-4154

青葉やまと保育園 571-3267 当面の間なし 春日小鳩幼稚園 581-5905

岡本保育所 591-3617 当面の間なし 春日幼稚園 501-3425

春日白水保育園 582-2657
 9：30～12：00 (月～金)

要申込 くすの木幼稚園 571-0254

春日中央保育園 581-8640 なし 恵星幼稚園 501-7635

春日どろんこ保育園 710-0275  9：30～16：30 (月～土) 須玖幼稚園 582-9830

春日原保育所 571-0153 当面の間なし 宝幼稚園 591-2414

春日やよい保育園 502-8500 当面の間なし もみの木幼稚園 582-4292

須玖保育所 501-3090 当面の間なし 森の木幼稚園 592-3977

昇町保育所 571-1915 当面の間なし

まみぃ保育園 588-7300 なし 児童センター 連絡先

若竹保育園 591-6023 当面の間なし 毛勝児童センター 581-5614

白水児童センター 593-2777

須玖児童センター 573-2431

光町児童センター 501-7014

春日市の施設 連絡先

春日市役所 584-1111

市民図書館 584-4646

総合スポーツセンター 571-3234

ふれあい文化センター 584-3366

福岡県小児救急医療電話相談

夜間（19時～翌朝7時）、子どもの急な

病気や怪我に対する処置の判断に迷った

ときに。 電話 ♯8000

小児科夜間・休日救急診療

●福岡大学筑紫病院（筑紫野市俗明院）

TEL:092-921-1011

月・水・金曜日 １７時～２１時３０分

●福岡徳洲会病院（春日市須玖北）

TEL:092-573-6622

火・木・土曜日 １７時～２１時３０分

日曜日 9時～２１時３０分

※いずれの病院も祝日は、 9時～２１時３０分です。

※いずれの病院も受付終了は ２１時です。

189番にかけると

お近くの児童相談所につながります。

妊娠期から18歳未満の子育て中の様々な相談に応じます。子育て支援

コーディネーター、母子保健コーディネーターが常駐しています。

【相談内容】妊娠、母乳、離乳食、育児、予防接種、成長発達、

保育所(園)、幼稚園、子育て支援サービス、地区サロンなど

(併設) 家庭児童相談室

家庭児童相談員が、子ども本人からの相談、保護者からの養育、 性格行動、

しつけ、不登校、反抗期などの相談に応じます。

子ども虐待の相談・通報にも対応します。

【場所】春日市昇町1-120

【電話】092-584-1015 【ＦＡＸ】092-501-0051

【Ｅメール】ko_sodan@city.kasuga.fukuoka.jp

(併設) ファミリー・サポート・センターかすが

お子さんの預かり・送迎等、会員による相互援助活動です。

詳しくはお尋ねください。【電話】092-584-7700

言語や行動面の心配などについての相談に、心理士・言語聴覚士・

作業療法士などが応じます。

【対象者】0～15歳の子どもとその保護者

【相談方法】面接(事前に電話で予約が必要です)

【相談日時】完全予約制

【場所】春日市昇町1-120

【電話】092-588-5150 【ＦＡＸ】092-501-0051

須玖児童センター 発行
須玖児童センターは、0歳～就学前のお子さんの遊びの場(たんぽぽルー

ム)の提供を行っています。子育て支援員が相談もお受けします。

駐車場は台数が限られています。できるだけ、公共交通機関をご利用く

ださい。 【開館時間】

【住所】春日市須玖南2-120 (火～日)10:00～11:50

すくすくプラザ内 13:00～14:40

【電話】092-573-2431                   15:00～16:50

(月・祝休日・第３火・年末年始はお休み)

春日市子ども・子育て相談センター(いきいきプラザ)

春日市子ども発達支援室(いきいきプラザ)

mailto:ko_sodan@city.kasuga.fukuoka.jp

