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１日開放

１日開放

2019年

１日開放

秋の風がここちよい季節になりました。小さなお友達も走りっこ、はいはい競
争、体操、玉入れ等体を動かして、遊びを楽しんでいきたいと思います。
☆申し込みの必要な事業　（無印は申し込みの必要はありません）

１日開放

小鹿野町

小鹿野町飯田２７３２　（℡７５－０５５０）

１日開放

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。＊午後は就学前児まで遊べます。 

今月の歌 

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。ぜ
ひ遊びに来てください。 

●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。 

 ♪ガンバリマンのうた♪ 
（子育て支援センターバージョン） 

 

ガンバリマンは がんばるさ 

ちっちゃくたって ちからもち 

ガンバリマンの あいことば 

みんななかまだ 

エイ！エイ！オウ！ 

うさぎさんも きりんさんも 

りすさんも よっといで 

パンダさんも ライオンさんも 

みんななかまだ 

エイ！エイ！オウ！ 



☆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（火）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　　2日（水）
・てくてくじゃんぷ　2歳以上　11日（金）
持ち物：帽子、着替え、タオル、ビニール袋、水筒

●開放：親子の遊びの広場
午前　９：００～１１：３０
 ０歳～３歳のお子さんを対象とした遊びの広場です。
午後　１３：００～１６：００（水曜以外）就学前児が
遊べます。
●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。

☆ベビーマッサージ　　１日（火）
１０：００～１２：００
講師：川田ひかりさん
対象：２ヶ月～７ヶ月のお子さんと保護者
歌を添えたベビーマッサージは赤ちゃんの体調を整え丈
夫にし心も育てます。
【持ち物】大きめのバスタオル、オムツ、着替え等

●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。
●ランチタイム　開所日（水曜日以外）

☆運動会ごっこ（子育て支援センターホール）
１７日（木） 9:45～11:3０
参加費：３００円　申込期限10/10
対象：０～３歳のお子さんと保護者
子育て支援センターホールで運動会を開催します。年齢
に応じたよーいドン！ハイハイ競争、体操、親子競技等
を行います。一緒に楽しみましょう！
【持ち物】着替え、タオル、水筒、ビニール等

●０歳の赤ちゃん　すくすく
金曜日１０：００～１１：３０
   4日（金）計測【保健師】
   11日（金）ふれあい遊び【保育士】
18日（金）離乳食【管理栄養士】

＊すくすく以外の日も赤ちゃんのお部屋は利用できます。

☆お庭で遊ぼう（さつま芋掘り）
雨天時：ホール　２３日（水）
１０：００～１１：３０
対象：１歳半以上のお子さんと保護者
秋の自然を感じながら、畑でさつま芋掘りをしま
す。【持ち物】帽子、長靴、軍手、着替え、タオ
ル、水筒、ビニール袋等

●発育測定・誕生会　3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。

☆親子のびのび体操
2４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。

☆すくすく・離乳食体験(ひまわり保育園）
２５日（金） 申込締切10/１５
参加費：３００円
対象：１歳未満のお子さんと保護者
ひまわり保育園現地集合・解散
ひまわり保育園見学に出かけます。離乳食の段階に応じ
た、素材の大きさや量、味付け等保育園の離乳食をいた
だきながら見てきましょう。

 
●ふれあい遊び
１0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。

☆ハロウィンを楽しもう　３１日（木）
９：４５～１１：３０　参加費：２００円
対象：０歳～３歳のお子さんと保護者
ハロウィンにちなんだ制作やゲーム、仮装をした
り、お菓子をもらって楽しみましょう。（家からの
仮装大歓迎です。）

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：30日(水)　９：00～16：00

子育てサークル①９日（水）②２３日（水）
１０：００～１１：３０
対象：①平成２８・２９年度生まれのお子さんと保護
者、②３０年度生まれのお子さんと保護者
同じ歳のお子さんをお持ちの皆さん。お友達になって一
緒に活動しましょう。会員を募集しています。

 ●おはなし会 
8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 

小鹿野町子育て支援センター 75-0550 

  ●申し込みのいらない事業(緑の枠内） 

 土曜日もやってま

す！みんなで遊びに

きてね～！ 


	10月子育て支援センターだより
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