
　

月 火 水 木 金 土 日
1

2 3 4 5 6 7 8
おひざにだっこ 1歳誕生広場 どようおはなし会

ちいさかーさ

9 10 11 12 13 14 15
おもちゃの病院 離乳食教室 こめこめくらぶ ぽぽっと どようおはなし会

ほっとサロン 赤ちゃんおはなし会 あんだんて おそらのしたで♪ 土曜ミニつどい

森の親子ひろば 森のクノッペン教室

オンラインつどいの広場

16 17 18 19 20 21 22
おひざにだっこ 1歳6ヶ月児健診 ブックスタート こめこめくらぶ にこにこ どようおはなし会 パパ交流

つくしんぼ ほっとサロン 小さい子のおはなし会 はなはな ぴっころ こめこめくらぶ

まいまい 森の親子ひろば すまいるはぁと♡

あいあい

ぴぃかぁぶぅ

23 24 25 26 27 28 29
公園であそぼ! ３歳児健診 森の親子ひろば 無料体験会 こめこめくらぶ にこにこ 土曜ミニつどい プレーパーク

こがも (セカンドブック) ぽかぽかHUG おんぶら～じゅ ままHUG 森のクノッペン教室

ほっとサロン てんし組 はなはな

まいまい こもど あんだんて

あいあい

30 31
ほっとサロン

森の親子ひろば 無料体験会

申込/問合せ
NPO法人古賀新宮子ども劇場 ℡092−944−1936
※詳しくはお問い合わせください

日 ：2/18（土)

時 : 14:00～ 1時間30分程度
場 ：米多比児童館 ホール

内容：本の読み聞かせ・遊び歌・

ゲームや簡単な工作

対象 : 乳幼児から大人までどなたでも

日時：3/12（日） 14:00～

内容 : 「あらしのよるに
ひみつのともだち ５」(30分)

「ミッキーマウス １」 (30分)

場所： リーパスプラザこが
歴史資料館中会議室

定員： 25人

子ども映画会

問：古賀市立図書館 ℡092−942−2561

参加無料・申込不要

※掲載している日程はあくまでも予定です。新型コロナウイルス感染防止のため、中止になる場合もあります。1 月

子育てイベント情報 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
古賀新宮子ども劇場 舞台鑑賞

申込/問合せ NPO法人古賀新宮子ども劇場

℡092−944−1936 ※詳しくはお問い合わせください

『あなたがうまれるまで』

日 : 3/4（土）

時 : ①14:30～

②18:30～

場所: 福津市カメリアホール

対象 : 乳幼児とその保護者

…たけのこ文庫

参加無料・申込不要

「あんだんて」
＜初めてのママと赤ちゃんのための全6回のプログラム＞あ

やしうたとベビーマッサージ＆交流会で初めてのママが知

りたいこと聞きたいことを楽しく学びあう場。

体にやさしいお茶とおやつのティータイムあり。

時：第３.４木曜 午前10:00-12:00/午後13:30-15:30

対：第1子(３〜８ヶ月)の赤ちゃんとママ(親子8組４グループ)

料：無料 申込み「あんだんて」（3か月に1回）

イオンモール福津HP＞イベントニュースから

場：イオンモール福津2階イオンホール

問：ふくつ子どもステーション ℡090−5080−3581(佐伯)

7か月～１歳児を対象とした、スウェーデンの森のムッレ教育※に

基づく親子で楽しめる教室です。毎回同じ散策コースで、リーダー

と動物（ぬいぐるみ）を訪ねます。子どもが発見した５つの動物の

歌を歌い、草花にもふれあい、自然と仲良くなります。

開催日：1月25日（水） 時間：１０時３０分～１２時００分

場所：花見海岸松林

集合：古賀新宮子ども劇場事務所

…つどいの広場 『でんでんむし』

◇年末年始のお休み◇

・３児童館…12/28～1/4まで休館。

・でんでんむし(サンコスモ)…12/28～1/3 まで休館。

・図書館…12/28～1/4 まで休館。

日 : 3/5（日）

時 : 14:30～

場所: リーパスプラザこが
多目的ホール

対象 : 乳幼児とその保護者

コスモス文庫
冬のお話会

問：092-946-3781（村山）

★くわえぱぺっとステージ ★人形芝居ひつじのカンパニー
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月 火 水 木 金 土 日
1 2 3 4 5
離乳食教室 こめこめくらぶ 1歳誕生広場 どようおはなし会

おひざにだっこ はなはな ぽぽっと ちいさかーさ

おもちゃを作ろう広場 土曜ミニつどい

6 7 8 9 10 11 12
ほっとサロン 赤ちゃんおはなし会 こめこめくらぶ にこにこ どようおはなし会

まいまい ぴぃかぁぶぅ あんだんて おそらのしたで♪

森の親子ひろば 森のクノッペン教室 すまいるはぁと♡

こもど はなはな

あいあい

13 14 15 16 17 18 19
おもちゃの病院 1歳6ヶ月児健診 ブックスタート こめこめくらぶ ぴっころ どようおはなし会 プレーパーク

おひざにだっこ ほっとサロン 小さい子のおはなし会 はなはな にこにこ 森のクノッペン教室

つくしんぼ まいまい てんし組 コスモス文庫 冬のお話会

森の親子ひろば 土曜ミニつどい

あいあい

20 21 22 23 24 25 26
3歳児健診 2歳元気っ子広場 おんぶら～じゅ ままHUG どようおはなし会

(セカンドブック) あんだんて にこにこ ママ交流

ほっとサロン ぽかぽかHUG

まいまい あいあい

27 28
こがも ほっとサロン

公園であそぼ！

月 火 水 木 金 土 日
1 2 3 4 5
離乳食教室 こめこめくらぶ 1歳誕生広場 どようおはなし会 子ども劇場舞台鑑賞

森の親子ひろば はなはな ぽぽっと 子ども劇場舞台鑑賞

あいあい にこにこ ちいさかーさ

おひざにだっこ

6 7 8 9 10 11 12
1歳6ヶ月児健診 赤ちゃんおはなし会 こめこめくらぶ おそらのしたで♪ どようおはなし会 子ども映画会

ほっとサロン ぴぃかぁぶぅ 森のクノッペン教室 にこにこ 土曜ミニつどい

まいまい 森の親子ひろば はなはな すまいるはぁと♡

あいあい あんだんて

13 14 15 16 17 18 19
おもちゃの病院 3歳児健診 ブックスタート こめこめくらぶ ぴっころ どようおはなし会

つくしんぼ (セカンドブック) 小さい子のおはなし会 ままHUG 森のクノッペン教室

おひざにだっこ ほっとサロン 土曜ミニつどい

まいまい

20 21 22 23 24 25 26
こがも ぽかぽかHUG おんぶら～じゅ どようおはなし会 プレーパーク

公園であそぼ！ こもど あんだんて

27 28 29 30 31
ほっとサロン

3 月

2 月 ※掲載している日程はあくまでも予定です。新型コロナウイルス感染防止のため、中止になる場合もあります。
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