志免町で活動する子育てグループ・サロン

公園・外遊び
５

６

志免福祉公園

トイレ／駐車場あり
約３５０本の桜のトンネル！どんぐりや松ぼっくりも
広い芝生広場もあります。

宇美川沿いサイクリングロード
桜を見ながらお散歩にぴったり♪
車が入れないので安全です。

７

トイレ／駐車場あり
歩道が整備されていて、一番上からの眺めがいいです！
桜もきれいで、ビオトープもあり水が流れています。

15 志免町立 志免中学校

092-935-0064

16 (私立)志免中央幼稚園

092-935-2015

17 望山荘（志免町老人福祉施設）
092-577-4098

中学生～18 歳の子どもが楽しく過ごす場所として、
NPO 法人スペース deGUN２に委託されています
坂瀬共同利用施設内

19 届出保育施設 むかえだ保育園 092-937-0076
企業主導型保育施設

みなみの風 花と緑の保育園

～志免町アレルギッ子の会～

11

杉原レディースクリニック

092-936-6006

12

西条クリニック

092-937-3911

13

田原眼科医院

092-935-0112

14

権丈産婦人科医院

092-935-0505

15

うえの病院

092-935-0316

16

うえの腎透析クリニック

092-692-6111

17

森塚内科クリニック

092-937-4181

18

森高脳神経外科クリニック

092-937-2214

19

甲斐クリニック

092-935-2531

20

合屋クリニック

092-936-5839

21

にい皮フ科クリニック

092-936-4112

22

つきぐまメディカルモール

・林整形外科医院

ママたちが開催している遊び場です。おもちゃを用意して自由
に遊んでいます。赤ちゃんも参加しやすいですよ！
活動日時≫ 第１・３水曜日 10:00～12:00
活動場所≫ 南里 1 コミュニティセンター

・いなば耳鼻咽喉科

092-580-8733

・風の森皮ふ科

092-580-8077

２ 志免鉄道記念公園＆緑道

駐車場あり
旧国鉄勝田線(昭和 60 年廃線)の志免駅跡です。
廃線に沿って遊歩道が整備されています。
秋には大きめのどんぐりが拾えるよ！

３ なかよしパーク（シーメイト）トイレ／駐車場あり
小さい子向きの遊具や大きな滑り台があるよ！

４ 志免東公園

トイレあり
とっても広いグラウンドと砂場があって、幅広い年齢の子ども
が遊べます。5 月頃にはつつじがみごとです。

東地区版

公共施設など

１ 志免町役場

092‐935‐1001(代表)

福岡みらい子ども劇場

2 志免町立 志免中央小学校

092‐935‐0023

親子で様々な体験活動や舞台劇、人形劇などの舞台を鑑賞する
会です。 http://www1.bbiq.jp/mirai-kodomo/
子ども劇場事務所（須恵町旅石）092-936-2322

3 認可保育園 志免あおぞら保育園

092-936-8833

4 志免町地域安全安心センター
１F：志免交番

092‐935‐0120

障がいのある子もない子も共に演劇を！劇団きらきら

障がいの有無に関わらず、子ども達それぞれが互いに自然体で
助け合い、演劇の練習を頑張っています。
活動日時≫ 毎月 2～4 回（日曜日）10:00～13:00
活動場所≫ シーメイト 2 階工芸室

おおきな木

勉強会やプレーパーク、子育てサロンを開催し、子どもの育ち
を支える素敵な仲間を増やしていきたいと思っています。
http://s-ookinaki.org/index.html
みんなの居場所

いこうや
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２F：かすや中南部広域消費生活センター 092‐936‐1594

5 志免町民体育館
6 志免町総合福祉施設シーメイト 092-936-8141
7 (私立)志免幼稚園
8 志免町立 志免東小学校

092-935-8805
092-935-6100

9 東地区社会体育館
10 志免町立 志免東保育園

092-935-9683

11 認定こども園 空とぶくじら幼児園 志免園

092-931-8911

こどももおとなもみんなで遊んで笑顔で過ごす場所。
絵本の読み聞かせや工作、おいしい食事もあります。
いこうやディ≫ 第 1 土曜日 11:00～14:30
志免 2 丁目９－１（権丈邸）
いこうやナイト≫ 第 4 金曜日 16:30～20:00
シーメイト 2 階

12 志免町立 志免東中学校

092-936-1100

13 小規模保育施設 ラピス保育園
企業主導型保育施設 ラズリ保育園

092-936-6511
092-936-6522

サロン“ひなたぼっこ”

病

14

企業主導型保育施設

鉄道公園前保育所 092-710-9755

院

赤ちゃんからお年寄りまで誰でも遊びに来れます。
活動日時≫ 第 3 火曜日 11:00～13:00
活動場所≫ 粕屋バプテスト教会

１ えとう眼科クリニック

092-935-2366

２ くすだクリニック

092-937-0408

和（なごみ）の部屋

３ うかじ小児科医院

092-936-5833

４ 前川泌尿器科腎臓内科

092-410-6728

５ 福田皮ふ科クリニック

092-936-5255

６ 産婦人科 筑紫クリニック

092-936-3939

７ 松尾耳鼻咽喉科医院

092-936-5641

志免四町内会が開催している子育てサロン。
志免四町内会の方が対象です。
活動日時≫ 第 2 火曜日 10:00～15:00
活動場所≫ 志免四公民館

092-503-2828

・かわはらだ循環器内科クリニック 092-580-8870

しめまち
子育ておでかけ MAP

さくらんぼ

092-518-5232

院

トイレ／駐車場あり
広い芝生で見通し GOOD！楽しい遊具もあります。
夏には水遊び、冬には高い木がライトアップされます！

迷うことの多いアレルギッ子の子育てを一緒に頑張りましょう！
活動日時≫ 第 1 水曜日 10:30～1３:00
活動場所≫ 志免町子育て支援センター はなまるポケットなど

志免子育て支援コミュニティ

病

１ 中の坪公園

ぞうさんキッズ

季節の行事やおもちゃ遊びなど、みんなで企画して楽しく遊んで
います。農園で野菜つくりもしています。
活動日時≫ 第 1、３、４金曜日 10:30～12:00
活動場所≫ 南里２公民館

子育てサロン

公共施設など

20

育児サークル

A-ｋｉｄ′ｓ

水車橋公園

18 子どもの居場所リリーフ

公園・外遊び

詳しくは、わくわくカレンダーをご覧ください。

志免町子育てネットワークは、志免町で活動している子育
て関連グループや有志で作っているネットワークです。
たくさんの仲間をつくって、あたたかい人の輪の中で子ど
もたちが豊かに育ってほしい♪と願っています。
ＨＰ：http://shimekosodate.net/

８ みやふさ整形外科クリニック 092-957-3031
９ 青洲会クリニック
10

毛利内科循環器科医院

092-937-0422
092-935-0595

