
清水区内に３９会場！！ 

子育てトークの会のご案内 【興津川・両河内圏域編】 

 

子育てトークの会は、主に 0歳～未

就園児までのお子さんとパパ・ママが集まる“居場

所”です。 

運営は、地域のボランティアさんが、地域で子育て

に奮闘するパパ・ママ達のために、会場ごとレクリエ

ーションや子育てに関する情報交換などの場を提供し

ています。 

子育ての経験がある方も、ない方も、お子さんと一

緒にお近くの会場に足を運んでみてはいかがでしょう

か？ 

※概要等は「静岡市社協 HP」へ ⇒ https://www.shizuoka-shakyo.or.jp/join/salon.html 

 

♬♪ まずは見学を ♬♪ 

原則、お住まいの地区内の会場での参加となります。まずは清水区地域福祉推進センター 担当者へ

ご連絡ください。必要事項（参加したい日、会場、お子様の年齢、親御さんのお名前、連絡先）をお

伺いし、会場へとお繋ぎします。 

 

＜お問合せ先＞ 

静岡市社協 清水区地域福祉推進センター 

子育てトークの会担当  電話：054-371-0292 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



各会場のご案内（2019.８月～2020.3 月） 

＜興津川圏域＞ 

◎興津地区 

【チューリップ】 

期日 会場 主な内容 

8/8（木） 興津交流館 多目的ホール 夏まつりごっこ 

8/22（木） ふたば保育園 水になれたかな 

9/4（水） 北こども園 こども園のお兄さん・お姉さんと

一緒に 

9/11（水） 南こども園 人形劇をみよう・保健師さんと相

談 

9/19（木） 興津交流館 和室 子どもの安全を考えたお掃除術 

10/4（金） ももはな こども園のお兄さん・お姉さんと

一緒に 

10/21（月） 東海幼稚園 こども園のお兄さん・お姉さんと

一緒に 

11/7（木） 興津交流館 多目的ホール 運動会ごっこ 

11/21（木） 興津交流館 和室 親子でゆらゆら 大きくなったか

な・保健師さんと相談 

12/5（木） 興津交流館 和室 クリスマス会 

1/15（水） ふたば保育園 どんど焼き（雨天延期 1/21） 

2/3（月） 興津交流館 和室 豆まき 

2/10（月） 北こども園 おかあさんのお膝でリズム遊び 

3/3（火） 興津交流館 多目的ホール お別れ会 

 

【くま】 

期日 会場 主な内容 

8/8（木） 興津交流館 多目的ホール 夏まつりごっこ 

8/22（木） ふたば保育園 水遊び楽しいね 

9/4（水） 北こども園 こども園で遊ぼう 

9/11（水） 南こども園 人形劇をみよう 

9/19（木） 興津交流館 和室 子どもの安全を考えたお掃除術 



10/4（金） ももはな こども園で遊ぼう 

10/21（月） 東海幼稚園 こども園で遊ぼう 

11/7（木） 興津交流館 多目的ホール 運動会ごっこ 

11/21（木） 興津交流館 多目的室 親子でたいそう 

12/5（木） 興津交流館 多目的室 クリスマス会 

1/15（水） ふたば保育園 どんど焼き（雨天延期 1/21） 

2/3（月） 興津交流館 多目的室 豆まき 

2/10（月） 北こども園 お母さんと一緒にリズム遊び 

3/3（火） 興津交流館 多目的ホール お別れ会 

 

【ぞう】 

期日 会場 主な内容 

8/8（木） 興津交流館 多目的ホール 夏まつりごっこ 

8/22（木） ふたば保育園 水あそび 

9/4（水） 北こども園 お友だちとあそぼう 

9/11（水） 南こども園 人形劇をみよう 

9/19（木） 興津交流館 プレイルーム 子どもの安全を考えたお掃除術 

10/4（金） ももはな 園児と遊ぼう 

10/21（月） 東海幼稚園 みんなで遊ぼう 

11/7（木） 興津交流館 多目的ホール 運動会ごっこ 

11/21（木） 興津交流館 プレイルーム ３B たいそう 

12/5（木） 興津交流館 プレイルーム クリスマス会 

1/15（水） ふたば保育園 どんど焼き（雨天延期 1/21） 

2/3（月） 興津交流館 プレイルーム 豆まき 

2/10（月） 北こども園 お友だちと一緒にリズム遊び 

3/3（火） 興津交流館 多目的ホール お別れ会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



◎小島地区 

【『みんなでつなご！』りとる】 

期日 会場 主な内容 

8/21（水） 小島交流館 夏まつり 

9/4（水） 小島交流館 8・9 月誕生会、歯科衛生士さんに

よるお口チェック 

9/25（水） 小島交流館 ちびっこ運動会 

10/16（水） 小島交流館 小島まつり準備 

10/27（日） 小島中学校 小島まつり 

11/20（水） 小島交流館 10・11 月誕生会 

12/21（土） 小島交流館 中学生といっしょにハッピークリ

スマス 

1/22（水） 小島交流館 12・1 月誕生会 

2/19（水） 小島交流館 2・3 月誕生会、保健師さんからの

おはなし 

3/4（水） 小島交流館 お別れパーティー＆修了式 

 

【『みんなでつなご！』あいらんど】 

期日 会場 主な内容 

8/7（水） 小島交流館 夏まつり準備 

8/21（水） 小島交流館 夏まつり 

9/25（水） 小島交流館 ちびっこ運動会 

10/2（水） 小島交流館 小島まつり準備 

10/27（日） 小島中学校 小島まつり 

11/6（水） 小島交流館 親子で楽しむミニコンサート 

12/4（水） 小島交流館 クリスマスグッズづくり 

12/21（土） 小島交流館 中学生といっしょにハッピークリ

スマス 

1/29（水） 小島交流館 豆まき 

2/5（水） 小島交流館 おひなさまづくり 

3/4（水） 小島交流館 お別れパーティー＆修了式 

 

【小島子育てトークの会 イクメンカフェ】 

期日 会場 主な内容 



8/21（水） 小島交流館 夏まつり 

9/21（土） 小島交流館 ３B 運動会 

10/27（日） 小島中学校 小島まつり 

11/24（日） 小島交流館 aoi さんのワークショップ 

12/21（土） 小島交流館 クリスマス会 

1/26（日） 小島交流館 閉講式・初釜 

 

 

 

＜両河内圏域＞ 

◎両河内地区 

【両河内子育てトークの会】 

期日 会場 主な内容 

8/26（月） 両河内交流館 育児相談・小学生と遊ぼう 

9/10（火） 両河内交流館 陶芸教室（講師：小杉山充代先生） 

9/24（火） 両河内交流館 ミニ運動会 

10/8（火） 両河内交流館 お散歩②～ここバスで西河内に行

こう～ 

10/28（月） 両河内交流館 育児相談・フリートーク 

11/12（火） 両河内交流館 お散歩予備日・新聞紙で遊ぼう 

11/25（月） 両河内交流館 調理実習 

12/9（月） 両河内交流館 育児相談・クリスマス会 

1/14（火） 両河内交流館 お正月あそび 

1/27（月） 両河内交流館 お楽しみ会（講師：杉山孝氏） 

2/10（月） 両河内交流館 育児相談・ママのための健康講座 

2/25（火） 両河内交流館 おひなさま工作 

3/10（火） 両河内交流館 お別れ会 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【お問合せ】 静岡市社会福祉協議会 清水区地域福祉推進センター 

子育てトークの会担当 （電話：054-371-0292） 


