
子育てネットワークWith「うぃず」

糸島市には、子育ち、子育てを応援する団体があります。（子育てサロン・

サークル・広場・文庫・託児ボランティアなど）

すべての団体は、子どもたちが明るく元気に育ってくれることを心から願って

います。

「子育て支援ネットワークWithうぃず」は各団体の活動状況や子育てに関する

ことなど、いろいろな情報交換を行い、連携して子育て支援を行っています。

子育て中の方、地域の方、ボランティアグループの方が、みんなで手をつな

いで、子どもたちの笑顔があふれる街づくりを目指しています。

〇問い合わせ先〇

子育て支援ネットワークWith「うぃず」事務局

子育て支援センターすくすく

☎092-321-0464

令和3年度

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、活動を休止している団体も

あります。詳細は各団体にお問い合わせください。



未就園児とママ、OG・OBママを中心に、
季節のイベント企画、調理・制作、スポー
ツなど、茶話会を中心に子育て中のママ
同士情報交換をしながらまったり楽しく交
流しています。

育児サークル

保護者が自主的に企画、運営し、親子で活動しているグループ。
　”子どもの友達が欲しい、子育ての仲間が欲しい”そんな思いから

自主的なサークルが活動しています。
　絵本の読み聞かせ、制作、リズム遊び、戸外遊び等を行っています。

主に未就園児のお子さんとお母さんを対
象とした親子サークルです。節分やイチゴ
狩り、素麺流しなど季節を感じながらみん
なで楽しく活動しています。

就園前、就学前の子ども達を森や海など
の自然の中でとことん遊ばせています。
子どもの自由な発想、自然と学ぶ力、生
きる力を一緒に見守りませんか？パパ、
ママ、保育に関心のある方、お気軽に見
学にお越し下さい。

園開放イベント
「みつばち長屋」お庭のある一軒家を子育
て広場として開放、0歳～6歳までの子ど
もたちが庭や木のおもちゃなどでゆったり
遊べます。毎回申込み制。

南風ちびっこママの会

ひるまのかぞく
〈自主保育〉おひさま遊ぼう会

みつばちおうちえん

ひよこクラブ

活動場所 公園や神社などの野外

活動日時 月曜日～金曜日

９時半～13時半

活動場所 南風コミュニティセンター

活動日時 第２木曜日 10時半～12時

http://hirumakazoku.jugem.jp

詳細はブログ、Facebookでご覧ください♪

※南風校区以外の方も大歓迎です☆

活動場所 可也コミュニティセンター

活動日時 毎週水曜日 10時半～12時

Facebookを始めました。

ひよこクラブ糸島で検索してください。

お問い合わせは

hiyokoclub.itoshima@gmail.com まで☆

活動場所 志摩久家648-3

活動日時 不定期10時～13時

HP http://38nagaya-02.seesaa.net/

開催日はブログをご覧ください。



子育て支援団体

おはなし会やおもちゃの修理、
発達障がいのあるお子さんを持つ
家族の会など糸島市内には様々な
活動を行っている団体があります。

子ども達が自分でやりたいことを思いっき
り楽しんで実現できる遊び場がほしい！と
いう想いで集まった有志で活動していま
す。土・水・木・火など、自然に触れながら
子どもたちは遊びを生み出します。遊び
場開催や遊び環境に関わる情報の発信
などを行っています。

子どもも大人もみんなでいっしょに、生の
舞台（お芝居・人形劇・コンサート♬）を愉
しみ、子どもが仲間といっしょにのびのび
と活動する場です。……忘れていた子ど
もの目線・感覚を再び思い出せるすてき
な経験がたくさん待っています♪

それぞれ特性のある子どもをもつ保護者
が集まり、平成20年4月に立ち上げた会で
す。より明るい将来へという想い、日々の
苦労・悩み、また子ども達の成長の喜び
など楽しく語り合い、同じ立場の保護者だ
からこそ、共感できることの喜びや大切さ
を感じています。

糸島子ども劇場

すまいる

（糸島市手をつなぐ親の会）

いとしまの遊び場ったい！

〇子どもが、LD、ADHD、自閉症スペクトラ

ムなどの診断を受けた方

〇診断は受けていないが子どもの成長に

不安を感じている方などの、主に就学前、

小・中学生、高校生の保護者で行っていま

す。

〈主な活動として〉

〇年2～3回…保護者の交流会・会報発行

〇夏・冬…糸島市内の小・中学校の

特別支援学級の先生との交流会

〇年1回…未就学児保護者の交流会

【問い合わせ】 092-324-6955（中島）

〒819-1120 糸島市神在東1-15-15

「いとしまの遊び場ったい！」

ホームページ・Facebookあります。

開催場所 あごら「やすらぎ広場」

活動日時 毎月第1日曜日10時～15時

（月により変更有）



 
        不登校支援、ひきこもり支援、
             発達障がい支援

平成9年（1997年）不登校の子供を持つ親
の会として発足、主に子どもの支援者で
ある母親の心に寄り添うことで、子ども達
を支えあってきました。ひとりで悩みを抱
えず、みんなで考えていきましょう。

糸島には障がいを持った子どもたちが早
期治療を行う場所がなく、平成７年に保護
者と指導者で臨床動作法を用いた心と身
体の発達訓練を行う会を作りました。現
在、ダウン症、自閉症、脳性マヒによる肢
体不自由児（者）のサークル会員で、年齢
は就学前から成人までと幅広い構成と
なっています。
指導者は大学の先生や、特別支援学校
や地域の小中学校に努めている教員、大
学生、ボランティアです。
毎月第２日曜日に健康福祉センター「あご
ら」で訓練会を行っています。年に1回、夏
休みに3日間のキャンプも行っています。

人形劇を中心に、夏と冬におはなし会を
開催しています。台本・人形・大道具・小
道具すべて手作りのため、得意分野を生
かして活躍するメンバーも募集中です。

地域のあたたかなつながりの中で、心豊
かな子育てを実感できるようにと、「みん
なで子育て糸島スタイル」をめざし、子育
てママを応援しています。障がい者支援
×子育て支援の「陽だまりCafé」を運営し
ています！

糸島レインボーサークル

NPO法人

サークル・オーキッド

つみき文庫

NPO法人いとひとねっと

【問い合わせ】 陽だまりCafé

092-324-4327

令和2年7月からは、こころほっとサロン開催！

ひきこもり状態の方や家族・支援者が安心して

過ごせる「居場所」

<開催場所> こらぼ糸島 毎週火曜日

あごら 第２日曜日

人権センター 第３土曜日

<開催時間> １３：００～１６：００

【問い合わせ】

090-5365-7071（はぎわら）

【問い合わせ】 090-3735-0020（樗木）

主な活動 波多江コミュニティセンター

毎月第4土曜日14時～16時

活動日時（おはなし会前は毎週土曜日）

【問い合わせ】

090-5084-1653（代表 森田）



愛しmamanは”糸島での子育てをみんな
で楽しもう”をモットーに活動しています。
　愛しい子ども達＋愛しい糸島＋お母さん
（お父さん）＋支援してくださる人への思い
を込めた名前です。糸島での子育てを楽
しむ友達づくりのきっかけに、親と子ども
のためのイベントなどを開催。『うちの子も
よその子もみんな一緒に』を合言葉に愛
情いっぱいの託児もしています。また、デ
イサービスなどの施設で子どもたちによる
楽器演奏もしています。
　子どもをお互い見守りながら、子育てを
一緒に楽しみませんか？

旧前原市があごらに開設した「子育て広
場」のスタッフにより結成された子育て支
援団体です。その経験を生かし、赤ちゃん
サロン”あっぷっぷ”も開催中です。

◇育児不安・負担感の軽減や解消のため
◇仲間づくりを促すため
◇子育てに役立つ情報を発信するため
『愛』をもって、自分にできること（I　can）を
続けています。

●ボランティアのおもちゃドクターが、無料
で修理しています。壊れたおもちゃ、眠っ
ているおもちゃがよみがえる！
●不要になったおもちゃを点検・整備し
て、保育施設・福祉施設に寄贈していま
す。不要おもちゃの寄付受付ボックスは子
育て支援センターすくすくと、こらぼ糸島
に常設。

愛しmaman(いとしままん）

おもちゃ病院伊都国

愛Can

【おもちゃ病院定期開設】

子育て支援センターすくすく

毎月第4土曜日（12月は変更あり）

波多江コミュニティセンター

奇数月第2土曜日

イベントでの臨時開設など、詳しいことは

ホームページ：おもちゃ病院伊都国

http://www.geocities.jp/omotya_itokoku/

【問い合わせ・修理予約先】

☎080-8390-8154

E-mail itoshimaman@gmail.com

Facebookも愛しmamanで！

【問い合わせ】 090-1161-3621（ひだ）



赤ちゃん（妊婦さん）から、先輩の方まで
お待ちしています。冬は、火を焚き、アメを
作ったり、マシュマロを焼いたり。夏は池
で遊ぶよ（着替えをもってきて下さい）その
他、段ボール等、自分が遊びたいように
遊ぼう。昼はパンがあるよ。

お腹いっぱい、笑顔いっぱいで交流でき
る居場所です。カルタ、トランプ、折り紙、
おしゃべりなど、室内で自由に遊んでいま
す。0歳～妊婦さん～ご高齢者までお待ち
しています。
メニュー：カレーライス・味噌汁・野菜の丸
かじりなどなど。おかわり自由。

1人で悩まないで
「なかよしのおともだちはいますか？」「学
校はたのしいですか？」「おなかがすいて
ませんか？」
「赤ちゃんを産むのに、近くに頼れる人は
いますか？」「子どもを遊ばせる所があり
ますか？」「子育てやその他の話が出来
る人はいますか？」

絵本の持つ魅力と布の暖かさを持つ布絵
本と布遊具です。一針一針心を込めて楽
しく作っています。

かふりんパークで遊ぼう

みんなの居場所

『あのね...加布里』

布絵本の会「こびとのくつや」 みんなの居場所

かふりん食堂（多世代交流の場）

開催場所 加布里コミュニティセンター

活動日時 第４日曜日

（第２日曜日の場合もあり）

10時～15時（出入り自由）

参加費 0歳～3歳 無料、4歳～中学性 50円

高校生以上 200円

【問い合わせ】 090-6299-5299（平川）

主な活動場所 あごら

月2回の定例会と製作も実施しています。

活動日時 基本的に第3・4金曜日

13：00～16：00

※不定期に休むことがあります。

※団体にはおもちゃの貸し出しをします。

【問い合わせ】 092-323-3432

代表中田（夕方～夜）

見守りをして下さる方、大募集です。

開催場所 かふりんパーク（加布里神社横）

活動日時 毎月第３日曜10時～15時

（出入り自由）

参加費 無料

令和3年4月1日より、気軽に相談できる

みんなの居場所『あのね...加布里』始めました。

【問い合わせ】

090-6299-5299（平川）


