
 

ほんのひと時 自分のために

～挾間地域～ 

● ちびっこ広場 毎週金曜日 9：30～11：30     

はさま未来館１F健康センター 097-583-1111 （挾間健康センター） 

● はさま子育て支援センター  

火・水・木曜日 9：00～15：00 （12：30～13：30は閉所） 

    宮田保育園内 097-583-1544 

● こどもルームはさま 毎週月～金曜日 1０：00～15：00 

  挾間庁舎南側 旧保健センター内 097-583-8220 （はさま未来クラブ） 

 

～湯布院地域～ 

  ● ゆふいん子育て支援センター 

    毎週月～金曜日 9：00～14：00 

   ありんこ （０歳・１歳） 毎週月・水曜日  9：00～11：30 

  やまびこ （２歳・３歳） 毎週火・木曜日    9：00～11：30 

  上記以外は開放日 

       ゆふいん子育て支援センター(すみれこども園内) 0977-85-4666 

 

～庄内地域～ 

● 庄内子育て支援センター（あそぼクラブ）  

 毎週月～金曜日 10：00～15：00  

 庄内子育て支援センター（ひばりこども園内） 097-582-1471 

 

家庭教育の学習を支援しています。 

ＰＴＡ等で家庭教育について積極的に学習する団体に対して講師料の全額または一部を

負担します。（上限 15,000円） 

 

 
問い合わせ 

  挾間公民館  ＴＥＬ 097-583-1118  ＦＡＸ 097-583-1186 

庄内公民館  ＴＥＬ 097-582-0214  ＦＡＸ 097-582-0683 

  湯布院公民館  ＴＥＬ 0977-84-2604  ＦＡＸ 0977-84-2603 

〇「キラリプラス＋講座」や学習補助金については下記まで 

  社会教育課  ＴＥＬ 097-582-1203  ＦＡＸ 097-582-1245 

 

家庭教育講座（３公民館で開催）や家庭教育サロン（地域ごとに開催）を 

行っています。 

月替わりでちょっとためになる、リフレッシュになる、交流できるテーマで 

行いますので、ぜひご参加ください。お待ちしています！！ 

庄内地域のみなさんに特にオススメなのは・・・・ 

  有りの実る～む ・ キラリプラス＋ 

子育て中の保護者の方のリフレッシュと交流を目的としています。  

ちなみに、「有りの実」とは、「梨」の別称です。梨が豊かに実るように、

心身ともにリフレッシュできるひと時を過ごしましょう。 

 

♪ 由布市家庭教育講座 キラリプラス＋ 

 ６月 基礎代謝アップ！セルフリンパ流し   

 ７月 子どもと一緒に本の世界へ～本の選び方・つきあい方     

 ９月 苦手克服！お魚と野菜料理 

 １０月 大人も子どもも人生の主人公に 

        ～見方と言葉を変えるだけ！ 

 

♪ 有りの実る～む（庄内地域 家庭教育サロン） 

〇 基本 第１金曜日 10：00～12：00 

    （内容により違う日程もあります） 

〇 参加費 無料 （制作等は、実費負担となります） 

〇 託児あります（無料） 

 

  

 

子育てを応援するサークルや悩み事を相談できる 

集まりです。  お気軽にお越しください♪ 

 

講座時間 

10：00～11：40 

（９月のみ～13：00） 

 

 



 

                      

 

                   

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時間 10：00～11：40 （９月のみ～13：00） 

 ６月 基礎代謝アップ！！セルフリンパ流し 

 7月 子どもと一緒に本の世界へ 

          ～本の選び方・つきあい方～ 

 ９月 苦手克服！お魚と野菜料理  

１０月 大人も子どもも人生の主人公に  

          ～見方と言葉を変えるだけ！ 

 挾間公民館 庄内公民館 ゆふいんラックホール 

６月 ２９日（水） ２３日（木） ２０日（月） 

７月 １９日（火） １２日（火） ７日（木） 

９月 ２２日（木） １５日（木） ７日（水） 

１０月 ２１日（金） １２日（水） ６日（木） 

 

 

 

 

 

 

 申し込み締切  ５月２７日（金）まで 

ほのぼの広場 有りの実る～む ほっこりカフェ 

＜内容＞ 

ヨガや寄せ植え教室など 

  （時間帯・内容詳細は締切り後に連絡します） 

＜日にち＞ いずれも土曜日 

 ６月１１日・ ７月９日・８月２０日・９月１０日 

１０月 ８日・１２月３日・１月１４日・２月２５日 

   ＜４・５・１１・３月はお休み＞ 

 

☆ 持ち物～参加費 100円・タオル・飲み物 

☆ 時間 １０：３０～１２：００  

         もしくは 19：00～20：30 

☆ 場所 ４階 多目的研修室 ほか 

 ＊定員１５名  

   年間登録希望者は、挾間公民館 まで 

  申込締切  ５月２７日（金） 

挾間公民館

  

 

家庭教育講座 

 キラリプラス＋ 
 

   ５月  いちご狩り🍓締切りました。   

   ６月  7日（火） いも苗植え＆七夕飾りつくり                  

★  ７月 19日（火） お出かけ「伐株山ピクニック」                          

    ８月 16日（火） プール遊び                   

    ９月 20日（火） 芋ほりと収穫祭                           

★ 10月 18日（火） お出かけ「気楽里DAYキャンプ」                      

★ 11月 15日（火） 自家製味噌つくり  

★ 12月 20日（火） ストレッチ＆クリスマスガーランド作り 

★  １月 17日（火） 恵方巻きを作ろう 

   ２月 21日（火） ひなまつり（ひな飾り＆おやつ作り） 

（★は事前予約が必要です。） 

 

 自由参加です！！   

 いつでもお待ちしてます！！ 

 参加費 1人 100円 

 お問合せ TEL 0977-84-2604 

   湯布院公民館 担当 八川・嘉手川・木戸 

参加申込（QRコードから） 

               ⇒⇒ 

 

 

庄内公民館

  

 

ゆふいんラックホール

  

 

  時間 10:00～12：00 

  ☆ ６月  3日(金)  ヨガ体験 

  ☆ ６月 17日(金)  ヨガ体験 

  ☆ ７月  １日(金)  ヨガ体験 

 

 

 

 

 

お問合せ・申込み 

庄内公民館 担当 福山・生野・長尾  

☎ ０９７－５８２－０２１４ 

 

子どもたちも一緒に自家製味噌づくり！ 

おいしくできあがりました。 

願いを込めて・・・ 七夕かざり♪ 

 

プチ幸せ時間応援します♪ヨガでリフレッシュ！ 

自然に囲まれた場所で木工体験。 

おさんぽ会にも出かけました♪ 
令
和
３
年
度
の
ひ
と
こ
ま 

〇 受講対象 ４回すべての講座を受講できる方が理想 

  ですが、参加可能な回のみでもＯＫ！ 

〇 受講定員 先着順 

〇 受講料 無料（ただし９月は材料代５００円がかかります。） 

〇 託児 概ね６か月からお預かりします。 

      受講申込（ＱＲコードから）⇒⇒ 

  申込締切  ５月３１日（火） 

 

お問合せ 

挾間公民館 担当 栗林・園田 

☎ 097－583－1118  お問合せ 社会教育課 担当 北﨑 

☎ 097-582-1203 

   8月 5日(金)  親子で遊ぶ 芝生で水遊び 

                   （雨天時、屋内遊び） 

☆ ９月 2日(金)  旬の梨ジャム作り 

              実費 300円 

☆１0月 7日(金)  ハロウィングッズ 

              実費５00円 

  １1月 4日(金)  親子で遊ぶ どんぐり集め 

                   （雨天時、屋内遊び） 

  １2月 2日(金)  親子で作る  

                クリスマスオーナメント 

   ２月 3日(金)  親子で作る 節分のオニのお面

（☆は事前申込が必要です。） 

 

 

  

 

 

～ 今ここにいる自分を見つめる ～ 

リフレッシュヨガは、２週おきの３回シリーズ 

☆ヨガ希望者 申込締切 ５月２７日（金） 


