
月 火 水 木 金 土 日

お問合せ、ご予約はこちらまで
特定非営利活動法人あそびとまなび研究所（略称：あそけん・ASOKEN)
〠808-0135　北九州市若松区ひびきの 1-7
北九州市立大学ひびきのキャンパス留学生会館１F北　
ひびきの base　【駐車場有】
（毎週水曜 15：00～ 17：30＋イベント開催時OPEN）
℡ : 070- 5495-6543   E-mail : contact@asobitomanabi.org
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＊最終水曜・13：30～

ASOKEN
@ ひびきの base

出張 ASOKEN

くれか 11:00 ～ 15:00

夜寺 18:00 ～ 20：00

夜寺 18:00 ～ 20：00

10:00 ～ 12：00

夜寺 18:00 ～ 20：00

夜寺 18:00 ～ 20：00

塩屋公民館

塩屋 10:00 ～ 11:30

わかぴよ with 母子研

わかぴよ with 母子研
12:00 ～ 16:00

12:00 ～ 16:00

わかぴよ with 母子研
12:00 ～ 16:00

わかぴよ with 母子研
12:00 ～ 16:00

ベビマ（前編）

ポジティブディシプリン③

10:00 ～ 12：00

10:30 ～ 11:30

ベビマ（後編）
10:30 ～ 11:30

おえかき

15:30 ～ 17:00

＠クレカ若松

＠カーニバルひびきの店創業祭

＠若松イオン

10:00 ～わかぴよ
＠若松イオン

わかぴよ 10:00 ～
＠若松イオン

わかぴよ 10:00 ～
＠若松イオン

わかぴよ

わかぴよ with 母子研

10:00 ～

12:00 ～ 16:00

＠若松イオン

15:00 ～ 17:30

あーぶく 17:30 ～

ちび夜 17:00 ～ 18:00

ちび夜 17:00 ～ 18:00

夏寺子屋 10:30 ～ 12:30

夜寺 18:00 ～ 20:00

夜寺 18:00 ～ 20:00

あーぶくたった

毎週水曜15：00～ 17：30
　＋　イベント時随時オープン

毎月最終水曜、ひびきの base
にて、みんなでつくって食べる、
子ども食堂。ちびっこもおとな
も、みんなで力を合わせてごは
んを作ろう！みんなで食べるご
はんは、おいしいね。

こども100円～おとな300円～
こども100円～おとな300円～
 ご当地野菜をたくさん食べよう

要予約 募金制

募金制

free
自由参加

free
自由参加

くれかきっちん

二島、藤木、古前校区の子ども
食堂。若松ボート内、「クレカ
若松」にて毎月１回。みんなで、
あそんでいっぱい食べよう。

ASOKENの拠点です。
どなたでも、お気軽にどう
ぞ。軒下プレパ、みちくさ
んぽ、季節の工作（一部材
料費など実費の場合有）絵
本、おもちゃなど。トイレ・
ミルク用お湯もあります。

　　　　　　は第１水曜日。
えほん (日本語・英語）の読
み聞かせや工作、身体測定、
わらべうたベビーマッサー
ジ体験、みちくささんぽな
どやっています。
参加費無料、出入り自由の
まったり空間です。

わかぴよひろば
　若松イオンで週１回開催。
　　　　　　　　　は10
時～13時OPEN。無料ベ
ビマ体験、工作や絵本の読
み聞かせ、体重測定。参加
費無料、出入り自由です。
要予約のベビーマッサージ
などイベントあり。(一部材
料費など実費の場合有）

会
わかぴよ with 母子衛生研究
　若松イオンで毎週火曜日。
　　　　　　　　　　　　　
　　12時～16時OPEN
無料で、保健師さんによる、
身体測定、乳幼児相談有。

えいごえほんたいむ♪
英語のえほんの読み聞かせ。

20197月

10:00 ～ 13:30試食堂

ASOKEN

夜寺 18:00 ～ 20:00

ちび夜 17:00 ～ 18:00

夜寺 18:00 ～ 20:00

10:00 ～ 17:30ASOKEN

子ども食堂

18：00～ 20：00

17：00～ 18：00

夜寺（YORUTERA) おえかきくらぶちびっこ夜寺

高学年・中高生のための学習
支援。自分が勉強したいものを
もってきてください。
毎週月・水曜日

（参加費500円
　　+保険代100円）/1回

えりん先生のおえかき教室。
月2回（会員限定）
水彩画を描きます。
ひびきのを中心に、おでかけ
の回もあります！わかぴよひろ
ばで、作品展示もしています。
お試し参加も歓迎です。

幼児小学生のための学習支援。
宿題サポート（会員限定）
毎週水曜日
いろんな年のお友だちと一緒に
宿題や、勉強したいものをやり
ます。

みんなでCGC商品を使って、
お料理作ってわいわいたべよう。
カーニバルひびきの店さんに
ご協力いただき、今イチオシの
CGC商品を実際に使いながら
お試しします！
興味ある方は、お問合せを！

試　食堂【カーニバル探検隊】 おやつ食堂

子どもたちがじぶんでおやつを
作ってたべます。

要予約・料金

要予約

要予約

若松ボート内「わかわくらんど」
にて、ベビマ体験と親育ち講座。
ゆっくり子どもに向い合おう。
ボーネルンドのおもちゃ有。

ぷーかの時間

あそび工房へお越しの際は、

ゲートのある駐車場にお停めください。

駐車券はサービス券と交換しますので

お持ちください。

ひびきの base へお越しの際は、

ゲートのある駐車場にお停めください。

駐車券はサービス券と交換しますので

お持ちください。 塩屋公民館、駐車場あり

塩屋公民館

技術開発交流センター

ASOKEN
ひびきの base

MAP

要予約・料金

要予約・料金

要予約・料金

20 21

13 14

24 27 28

31

15:00 ～ 17:30ASOKEN

ポジティブディシプリン④

10:00 ～ 12：00
＠若松イオン

流しそうめん
＠玄海青年の家

北九大 OC ツアー
夏ボラ研修 ＠ひびきの

14:00 ～ 15:30おやつ

10:00 ～ 12:00

あそけん紙芝居

10:00 ～ 11:00

ちび夜 ②17:00 ～ 18:00
①16:00 ～ 17:00

夏寺子屋 10:30 ～ 12:30

ちび夜 ②17:00 ～ 18:00
①16:00 ～ 17:00

夜寺 18:00 ～ 20:00

10:00 ～わかぴよ
＠若松イオン

わかぴよばざーる開催♪

ぴょん♪くんマークのある日は、えいごの
えほんのよみきかせや、うたをたのしもう！

ぴょんたいむ de えいごあそび

ベビマの続編です。わらべうたをうたってあそぼう！

ぴょんたいむ de
　　　　わらべうたあそび

★８月の予告★

5-6 日　お泊り体験＠玄海
7日 (水 )　塩屋公民館

9日 (金 )　グリーンパーク
19 日 ( 月 )　

おんぶだっこのおはなし会
23 日 ( 金 )　くれかきっちん

ひびきのばざーるもやるよ♪

（会員限定）


