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お盆１日開放

振替休日

いよいよ夏本番という季節になりました。熱中症や夏の感染症に気を
付けながら過ごしていきましょう。お盆中も１日開放をしてますので
ぜひ遊びに来てください！　　　　☆申し込みの必要な事業
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応援します！ 
  あなたの子育て 

子育て支援センターは、親子の輪が広がる楽し
い場所です。赤ちゃんから集団生活に入る前ま
でのお子さん同士、お友達になって一緒に遊び
ましょう。お待ちしています。 
＊水分補給のお茶は水筒に入れてお持ちくださ
い。お菓子やジュース等はご遠慮いただいてい
ます。 
＊おむつ替えはトイレにシートがありますのでご利
用ください。紙おむつ等ごみは持ち帰りましょう。 

今月の手遊び 

さかながはねて 
                     
さかながはねて ぴょん あたま
にくっついた ぼうし           
さかながはねて ぴょん おめめ
にくっついた めがね          
さかながはねて ぴょん おくちに
くっついた マスク                        
さかながはねて ぴょん おなか
にくっついた おへそ 土曜一日開放について 

毎週「土曜一日開放」を実施していま
す。利用時間：9時～16時          
対象：0歳～小学生 保護者の責任の
もとお子さまと過ごしてください。異
年齢児間での交流や情報交換の場とし
て活用ください。お盆8/13～8/16
も一日開放しています。里帰り中の方
もぜひ遊びに来てください。 

 夏休み中の開放 

●ランチタイム ＊毎日１１：
３０～ ランチのお部屋でゆっ
たりお昼を食べられます。 

午前中、就学前のお子さんまで 
午後は小学生まで利用できます。夏
場は、クールオアシスで心地よい涼
しさにしてありますので、のんびり
ゆったり、過ごしませんか。 
 



☆申込事業☆（ピンクの枠内及び☆マーク）
　　　　　　７５－０５５０　子育て支援センター
＊１日（月）より各事業前々日までに電話か来所でお申
込ください。＊申込期限に注意してください。
尚、キャンセルの場合は連絡をお願いします。

【遊びにくる時の持ち物】水筒（水分補給の麦茶、
番茶、白湯等、甘くない飲み物）、オムツと着替
え、タオル、ビニール袋

☆「年齢別講座」 ＊開催時間共通
　9:50開始～11:30
・よちよち　1歳代　　７日（水）
・てくてくじゃんぷ　2歳以上　７日（水）
＊今月は一緒に水遊びをします。持ち物：水遊び用パンツ又は
オムツ、着替え、タオル、ビニール袋、水筒＊体温を測ってき
てください。

●開放：親子の遊びの広場
午前　９：００～１１：３０
 ０歳～３歳の乳幼児を対象とした遊びの広場です。夏休
み中は、就学前のお子さんまでご利用できます。
午後　１３：００～１６：００（水曜以外）就学前児が
遊べます。夏休み中ば小学生までご利用できます。
●にこにこタイム　手遊び、絵本の読み聞かせ
11：30～11：45　　16：00～16：15
乳幼児絵本の貸出もしています。

☆お庭で遊ぼう・水遊び
8日（金）10:00～11:30
 対象：１歳以上のお子さんと保護者
持ち物：着替え,タオル,ビニール袋,水筒,帽子、水遊び用
パンツ又はオムツ
※体温を測ってきてください。雨天時はホールで遊びま
す。

●土曜一日開放　  ９：００～1６：００
対象：0歳～小学生までのお子さんと保護者
保護者の方はお互いに注意を払って遊びましょう。

☆夏休み中、歴代子育てサークルや小グループにお
部屋が空いているときは、貸し出しをします。空き
状況を確認し、1週間前までに申請書を提出してく
ださい。

●０歳の赤ちゃん　すくすく
金曜日１０：００～１１：３０
   2日（金）計測【保健師】
   ９日（金）離乳食【管理栄養士】
２３日（金）赤ちゃんとのかかわり方【ひまわり保育園前園長】

３０日（金）ふれあい遊び【保育士】
＊すくすく以外の日も赤ちゃんのお部屋は利用できます。

☆親子のびのび体操
25日（木）10:00～11:30
講師：上野雅也健康運動指導士
対象：１歳半以上のお子さんと保護者
ボールや小さなマット等を利用し、親子で楽しく体を動
かせる遊びを紹介します。

●発育測定・誕生会　１日（木）
①発育測定10:00～11:00
②誕生会   11:10～11:30
対象：０歳～３歳のお子さんと保護者
① 身長体重を測定。毎月利用できる計測カードを用意し
ています。
② 誕生月のお子さんには手作り誕生カードをプレゼント
します。

☆子育てサークル　momｏたろう
（平成２９年度生まれのお子さん及び平成28年度
生まれのお子さんと保護者）
１０日（水）10:00～11:30　子育て支援セン
ター　　随時会員を募集しています。

●七夕フェスティバル飾りつけ参加
３日（土）１５：００～１５：３０
対象：０歳～３歳までのお子さんと保護者等
場所：ヤマサ花店隣、ちびっこフアフアコーナーの近
くです。竹を立てますので、男の方のご協力も是非お願
いします。現地集合解散です。

☆新子育てサークル  JumP!　＊新会員募集中
２４日（水）10:00～11:30
対象：平成３０年度生まれのお子さんと保護者
同じ歳のお子さんのお持ちの皆さん、お友達になりま
しょう。

●ふれあい遊び
２２日（木）10：00～11：30
対象：1歳以上のお子さんと保護者
親子でふれあう楽しい遊びを紹介します。

子育て相談
しつけ・食事・トイレトレーニング・言葉の心配等、子
育てについて悩んでいませんか？
電話相談：月～金  　　９：00～16：00
面接相談：2１日(水)  ９：00～16：00

●お絵かきタイム
20日（火）午後の時間
対象：０歳～小学生のお子さんと保護者
●おりがみタイム
2７日（火）午後の時間
対象：０歳～小学生のお子さんと保護者

小鹿野町子育て支援センター 75-

  ●申し込みのいらない事業(緑の枠内） 

 土曜日やお盆

もやってます！ 

遊びにきてね

夏のお出かけは帽子を被る習慣をつ

けましょう。小さいお子さんは、被

るのに違和感があって大変かと思い

ますが毎日の習慣です。支援セン

ターに来るときは、トライしてみませ

んか。みんなと一緒に被るとスムーズ

 ●おはなし会 
６日（火）14：15までにお越しください。
14：30～15：10 当日参加で大丈夫です。 

対象：0歳からのお子さんと保護者 
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