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北緑友会 (きたりょくゆう力`LNl

6・7丁目にお住まいの60歳以上の方対象
活動場所:緑園クラブハウス、自治会館ほか
会費打′200円/年

色々なサークル活動があります! 東花会 (とうかかい)
「東の街」にお住まいの60歳以上の方対象。
活動場所:東の衛コミユニティセンターほか
色々なサークル活動があります!

南線友会 (みなみりょくゆうかい
1～4西および5丁 目にお住まいの
60歳以上の方対象。
活動場所:緑国クラブハウス、自治会館ほか
会費打′200円/年

色々をサークル活動があります!

楽しくエコライフ☆きらきら昌☆

未就園児とその保護者対象に親子遊び
とエコライフの情報交換
月 1回 (曜日不定)
活動場所:緑園西の街コミュニティセンター

X参 加申込みは不要

子育て支援者相談

毎週金曜日 ll1 00～12110
(つ地域交流センター

第4週 は、体育館で思いつきり遊べるよ!

0柏 保育園
旭区ですが、こちらも利用可能で抗

赤ちゃん教室

はまつ子ふれあいスクール(1～6年生対象)
<緑 国東小学校>

月～金の放課後から日没前まで(要お迎えで18:00まで)
問合せ:8132555

く緑園西小学校>

月～金:放課後から1800まで
土曜日・員体み等の長期休業中:,00～1800

問合せ,8116497

ト

キ

ド

未就ヨ墨建号ニケ?ピーナッツ・クラブ
東の街にお住まいの親子を対象。
活動場所:東の衛コミュニティセンター内のプレイルーム
参 力口費:50円 (1回)

育児サークル・モンキッズ

未就園児対象に季節の行事や
公園遊びを行つていま抗
月2回 (不定期)

活動場所:地域交流センターほか

第3火 曜日 10100～1130
二丁目自治会館
初めて子育てをするママを応援!

|‖ⅢI冊

ひとり暮らし高齢者 日中お一人の高齢者
の昼食会と交流
年4回  ¬ :30～

参力]費:300円 (1回 )
会 場 :地域交流センター

緑国サロン

||■|11

緑園在住の60歳以上の方対象
第 2木 曜日・第4金 曜日13:30～15:30

活動場所:地域交流センター

参加費判00円 (1回 )
事前申込みは不要で曳

RCA公認サークル・スポーツ活動
テニス、ソフトボール、ゲートボール、卓球、
少年野球、女性コーラス、社交ゲンス、回碁なよ
多くのサークル活動がありま抗
詳しくは、RCA(緑園都市]も=ティ協会)事務局まで

(TEL:812-8307 月 =水・金のみ)

なかよし放課後児童クラブ(留守家庭の1～3年生対象)

月～金:放課後から1930まで 土 :3:30～1830
夏休み等の長期休業中:段30～1930

連絡先1814-1165

TRY_C(青 少年の居場所づくり協議会)
小学生対象(未就学児は保護者同伴ならOK!)

月1回 (第4土 曜日)9:00～ 12i00

活動場所:地域交流センター

参加費子無料

子育てサロン

未就学児とその保護者対象の遊び・交流。
第4火曜日10 : 0 0～1 1 : 3 0

活動場所:地域交流センター

参 カロ費:親子で100円

健匠会 (まちぐるみの健康づくり)
ビンボン・太枢挙:月2回 (日曜日)15:00～

緑園地域交流センター

グランドゴルフ:毎週日曜日 9:00～
東田谷公園

野菜づくり教室:緑園西小学校の2・5年生
との交流もしています!

※参加者大、大、募集中!!

送じ ,レープ

地域交流活動への参加に送迎が
必要な高締者・障害者を対象に、
月2～ 3回程度実施していま曳
一緒に活動して頂ける方募集中!

おもしろ科学探検隊

Jヽ中学生対象。
毎月第 2土 曜日 ①900～ 01l l10～
場 所 :緑園をえば保育園 事 前申込みが必要(4月 と10月)
参加費:申込み時に半年分、材料費として3000円(1回 500円)

集めていま曳
(緑園なえば保育園 TEL 810-6131)

おはようサポーターズ

小学校通学路で、登校する子どもへ声かけしています!
あなたも、声かけ・見守り活動に参加しませんか。

未就園児(1～3歳)とその保護者を対象に
したプログラムを提供!

参カロ費:500円(半年)

毎月2回 (土曜日)
14:00～15:00
ルフラン文華堂書店
おはようサポーターズの活動のひとつで曳


