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文化会館

坂村真民記念館 砥部焼伝統産業会館

とべ動物園

えひめこどもの城

問とべ動物園　☎（９６２）６０００

問えひめこどもの城　☎（９６３）３３００

問砥部焼伝統産業会館　☎（９６２）６６００

▼砥部焼　端午の節句とこどもの日まつり
　窯元が、こどもの健やかな成長を願い心を込
めて作った、かぶとやこいのぼりをイメージし
た作品です。装飾品から実用的なこども食器ま
で、展示・販売します。
期間　５月 10日日まで
場所　１階ロビー（入館無料）

▼砥部焼　春のうつわ展
　毎日の食卓を楽しく彩る春の器。花や鳥など
を描いた小鉢やマグカップなど、砥部焼のぽっ
てりとした作品をたくさん集めました。新作も
あります。
期間　５月 17日日まで

▼�開館８周年記念特別展「鎌倉・円覚寺
黄梅院の掲示板の詩～横田南嶺老師と
坂村真民の心の交流～」

期間　６月 14日日まで

問坂村真民記念館　☎（９６９）３６４３

▼倭 -YAMATO 日本ツアー 2020 愛媛公演
　世界を駆ける和太鼓集団「倭 -YAMATO」に
よる、血沸き肉躍る迫力のライブパフォーマン
スを、ぜひご覧ください。
日時　６月 20日土 13時 30分（開場 13時）
場所　文化会館ふれあいホール
対象　４歳以上
入場料（全席指定）
　一般　5,000 円�（前売り）4,500 円
　4歳～高校生　4,000 円（前売り）3,500 円

問文化会館　☎（９６２)７０００

イベント
　新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、実施する催し物や施設の利用など、
変更する場合があります。
　ご利用の際は、事前に各施設などにご確認ください。

▼ 世界カワウソの日
　５月最後の水曜日は世界カ
ワウソの日です。コツメカワ
ウソをはじめ、カワウソ全般
のガイドイベントを行いま
す。
日時　５月 23日土 11時～
場所　コツメカワウソ舎前

　えひめこどもの城ホームページでは、家で過
ごす親子のための室内遊びや工作、自然体験活
動などを動画配信しています。
　また、テレビやゲームだけでなく、アナログ
の遊びにチャレンジ！ YouTube えひめこども
の城公式チャンネルをご覧ください。
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「大きくなったよ！」では、満２・３歳になるお子さんの写真を掲載しています。掲載を希望
される人は、誕生日の前々月末日までに、写真と氏名、生年月日、住所、電話番号、お子さん
へのメッセージ (50 字以内）を書いて企画政策課情報化推進係へ。

名称 開催日 時間 場所 対象 内容 問
子育てサロン
♪ポレポレ♪ 12日火 ９時30分～

11時 30分
JAえひめ中央城南
会館３階中会議室

乳幼児と保護者 親子遊びの場を提供します

②

園庭開放
（天候不良のときは、
幼稚園での開催は中
止になります）

14日木

10時～ 11時

宮内幼稚園

①
19日火 宮内保育所
20日水 麻生幼稚園
27日水 麻生保育所
28日木 砥部こども園
毎週火水
と第４土

（5・６日は休み）
９時～ 12時 愛育幼稚園 ⑦

こどもキッチン 23日土
14時～ 砥部児童館 どなたでも

キラキラフルーツゼリー作り

③
とべとべチャレンジ

�９�日土
16日土
30日土

木工遊び

あかちゃんたいむ 13日水 10時 30分～

麻生児童館

乳幼児と保護者 ベビーフォト、絵本

④
おもちゃ病院 17日日 10時～ 13時 どなたでも おもちゃの修理

ぐーちょきぱぁ 19日火 13時～ 未就学児 巧技台で遊ぼう
ママたいむ 20日水 10時 30分～ 事前申込者 アロマキャンドルを作ろう

ぽっかぽか
14日木 11時～

高尾田あったか広場
当日申込者（先着順）あんまやさん

⑤15日金
10時～

事前申込者（６組）体操
19日火 事前申込者（５組）ボタンゴム作り

出前ひろば「とべっこ」 25日月 10時 30分～
11時 30分 老人福祉センター 乳幼児と保護者 木のおもちゃで遊ぼう ⑥

　問い合わせ
①子育て支援課子育て支援センター係　☎（９０７）５６６５
②とべファミサポ事務局　☎（９６２）１９８８
③砥部児童館　☎（９６２）２８６８
④麻生児童館　☎（９５８）５１８７
⑤ぽっかぽか　☎（９５８）３４０５
⑥とべ子育て支援コーディネーター　☎０９０（８２８５）７６０４
⑦愛育幼稚園　☎（９６２）２２２４
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大きくなったよ！☆先月の活動☆
「ベビー＆マタニティーDAY」

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、実施する催し物や施設の利用など、変更する場合があります。
ご利用の際は、事前に各施設などにご確認ください。
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≪イチオシ行事≫　
　17 日日に、おもちゃ病院がやってきます。
受付は、10時～ 13時です。
　壊れてしまった大切なおもちゃを、おもちゃ
ドクターに診てもらいませんか？どんなおも
ちゃでもお任せください。当日、麻生児童館
に持ってきてね。
　故障の状態によっては修理できない場合が
あります。

とべ子育て支援コーディネーター　☎ 090（8285）7604

砥部児童館　☎（962）2868 麻生児童館　☎（958）5187

とべファミリー・サポート・センター
会員募集
　会員は、利用会員・サポート会員・両方会
員の３種類があります。
　子育てを助けてもらったり、手助けしたり
する会員同士の相互援助活動の組織です。子
育てについての講習会や交流会、情報発信を
しています。一緒に活動してみませんか？
　会員になるには、登録が必要です。ファミ
サポまでお問い合わせください。

とべファミリー・サポート・センター（ファミサポ）�☎（962）1988
子育てサロン♪ポレポレ♪
　久しぶりで人見知りする子、常連ですぐに
遊び始める子、初めてでおっかなびっくりの
子。子どもたちは、お母さんが笑顔で話して
いるのを見て緊張がほぐれ、大胆に遊び始め
ます。
　子どもたちの成長
を、お母さんと一緒
にスタッフも楽しみ
にしています。

令和２年度おしゃべり恐竜くらぶ会員募集
　毎月第 1 月曜日に保健センターでの活動、他
月 1回「外活動」などをしています。
　活動日　毎月第１月曜日（７月６日月スタート）
　時間　10時～11時30分（受付９時45分～ )
　場所　保健センター
　対象　０歳～未就園児とその保護者
　入会金　１家族　300円
　会費　�１人100円 /半期（会費は5月と10月

に集金）
　申し込み・問い合わせ
　社会教育課社会教育係☎（９６２）５９５２
　NPO法人とべ子育て支援団体ぽっかぽか
　☎（９５８）３４０５

はじめましての会

≪イチオシ行事≫
　今月のとべとべチャレンジは、木工遊びで
す。かなづちやくぎを使ってボードゲーム作
りに挑戦。
　23日土 14時からは、こどもキッチンで「キ
ラキラフルーツゼリー」を作ります。
　どちらも申し込みは不要ですが、材料がな
くなり次第終了します。


