
1111 2222

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

・あそびの・あそびの・あそびの・あそびの広場広場広場広場 ・あそびの・あそびの・あそびの・あそびの広場広場広場広場

TEL   TEL   TEL   TEL   ６３６３６３６３－－－－０７８１０７８１０７８１０７８１((((直通直通直通直通))))
FAX FAX FAX FAX ６３６３６３６３－－－－０７６３０７６３０７６３０７６３

発刊発刊発刊発刊 第第第第１９８１９８１９８１９８号号号号

開所日開所日開所日開所日 月曜日月曜日月曜日月曜日～～～～土曜日土曜日土曜日土曜日までのまでのまでのまでの午前午前午前午前９９９９時時時時～～～～午後午後午後午後４４４４時時時時 （（（（祝祝祝祝・・・・祭日祭日祭日祭日をををを除除除除くくくく））））
あそびのあそびのあそびのあそびの広場広場広場広場はははは園庭園庭園庭園庭やややや室内室内室内室内でででで自由自由自由自由にににに遊遊遊遊べるべるべるべる日日日日ですですですです。＜。＜。＜。＜午後午後午後午後1111時時時時～～～～3333時時時時のののの間間間間はははは室内遊室内遊室内遊室内遊びのみになりますびのみになりますびのみになりますびのみになります。＞。＞。＞。＞

（（（（平成平成平成平成２９２９２９２９年度年度年度年度））））
留守中も

７回コール後

外出先の携帯に

転送されます

片栗粉の

不思議な感触を

楽しみました

感
触
あ

自由遊び リーフ

育児相談随時

１０時半～

・あそびの・あそびの・あそびの・あそびの広場広場広場広場 ・あそびの・あそびの・あそびの・あそびの広場広場広場広場 ・あそびの・あそびの・あそびの・あそびの広場広場広場広場 ・あそびの・あそびの・あそびの・あそびの広場広場広場広場 ・あそびの・あそびの・あそびの・あそびの広場広場広場広場
4444 5555 6666 7777 8888 9999

(１０時～１５時)
自由遊び 身長体重測定身長体重測定身長体重測定身長体重測定 自由遊び 自由遊び 自由遊び

11111111 12121212 13131313 14141414 15151515 16161616
育児相談随時

自由遊び キッズ倶楽部 自由遊び 自由遊び
・あそびの・あそびの・あそびの・あそびの広場広場広場広場 ・あそびの・あそびの・あそびの・あそびの広場広場広場広場 ・あそびの・あそびの・あそびの・あそびの広場広場広場広場 ・あそびの・あそびの・あそびの・あそびの広場広場広場広場

育児相談随時

１０時半～ ・あそびの広場（午後）

敬老敬老敬老敬老のののの日日日日 ・あそびの・あそびの・あそびの・あそびの広場広場広場広場 ・あそびの・あそびの・あそびの・あそびの広場広場広場広場 秋分秋分秋分秋分のののの日日日日
18181818 19191919 20202020 21212121 22222222 23232323

１０時半～ ・あそびの広場
ひよこ倶楽部 自由遊び

25252525 26262626 27272727 28282828 29292929 30303030
育児相談随時

あかちゃんとママのあかちゃんとママのあかちゃんとママのあかちゃんとママの

くまさんくまさんくまさんくまさん教室教室教室教室①①①①

わんぱくキッズわんぱくキッズわんぱくキッズわんぱくキッズ教室教室教室教室

(クリエイティブセンター)

センター外あそびの広場

｢｢｢｢あそびのあそびのあそびのあそびの広場広場広場広場がががが

やってくるやってくるやってくるやってくる」」」」

～～～～しゃぼんしゃぼんしゃぼんしゃぼん玉玉玉玉～～～～

ちゃれんじタイム

｢｢｢｢敬老敬老敬老敬老のののの日日日日のののの

プレゼントプレゼントプレゼントプレゼント作作作作りりりり｣｣｣｣

ちゃれんじタイムちゃれんじタイムちゃれんじタイムちゃれんじタイム

「「「「敬老敬老敬老敬老のののの日日日日のプレゼントつくりのプレゼントつくりのプレゼントつくりのプレゼントつくり」」」」 １２日(火)
センターセンターセンターセンター外遊外遊外遊外遊びのびのびのびの広場広場広場広場

「「「「あそびのあそびのあそびのあそびの広場広場広場広場がやってくるがやってくるがやってくるがやってくる」」」」 ９日(土)

ちゃれんじタイム

「「「「おはなしタイムおはなしタイムおはなしタイムおはなしタイム」」」」

(申し込みが必要)

そ
び

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
25252525 26262626 27272727 28282828 29292929 30303030

自由遊び 自由遊び 自由遊び 自由遊び
・あそびの・あそびの・あそびの・あそびの広場広場広場広場 ・あそびの・あそびの・あそびの・あそびの広場広場広場広場 ・あそびの・あそびの・あそびの・あそびの広場広場広場広場 ・あそびの・あそびの・あそびの・あそびの広場広場広場広場

育児相談随時

・あそびの広場

いろいろないろいろないろいろないろいろな活動活動活動活動やややや行事行事行事行事、、、、サークルサークルサークルサークル、、、、講座講座講座講座､､､､座談会座談会座談会座談会など・・など・・など・・など・・

気軽気軽気軽気軽にのぞいてみてくださいねにのぞいてみてくださいねにのぞいてみてくださいねにのぞいてみてくださいね！！！！

参加参加参加参加もおまちしていまーすもおまちしていまーすもおまちしていまーすもおまちしていまーす！！！！

詳詳詳詳しいしいしいしい内容内容内容内容はセンターにはセンターにはセンターにはセンターに

おおおお問問問問いいいい合合合合わせくださいわせくださいわせくださいわせください～～～～☆☆☆☆
＜＜＜＜あかちゃんとママのくまさんあかちゃんとママのくまさんあかちゃんとママのくまさんあかちゃんとママのくまさん教室教室教室教室＞＞＞＞

・①ベビービクスベビービクスベビービクスベビービクス (１４日) 10時30分～11時30分 (場所 支援センター)
３ヶ月～１才半ぐらいの子どもさんが対象です。

・②おおおお母母母母さんさんさんさん体操体操体操体操 (２８日) 10時30分～11時30分 (場所 クリエイティブセンター)

お母さんのための体操です。腰痛体操や肩こり体操などありますよ～☆☆

＜＜＜＜わんぱくきっずわんぱくきっずわんぱくきっずわんぱくきっず教室教室教室教室＞＞＞＞ (２１日)
１０時３０分～１１時３０分 （場所 クリエイティブセンター）
親子リズム体操や、ボール・フラフープを使って遊びます。

＜＜＜＜身長体重測定身長体重測定身長体重測定身長体重測定＞＞＞＞ (５日)

大きくなったかな～＊＊１０時～１５時 (場所 支援センター)

子どもさんの身長・体重を測り、成長を見てみませんか。

「「「「敬老敬老敬老敬老のののの日日日日のプレゼントつくりのプレゼントつくりのプレゼントつくりのプレゼントつくり」」」」 １２日(火)
支援支援支援支援センターに１０センターに１０センターに１０センターに１０時集合時集合時集合時集合

子どもさんの写真を２～３枚ご持参ください
限定；１０組

(申し込み〆切り ９月４日)

あかちゃんとママのあかちゃんとママのあかちゃんとママのあかちゃんとママの

くまさんくまさんくまさんくまさん教室教室教室教室②②②②

子育て応援企画

｢｢｢｢ひめトレひめトレひめトレひめトレ

ストレッチにストレッチにストレッチにストレッチに挑戦挑戦挑戦挑戦」」」」

(申し込みが必要)

子育子育子育子育てててて応援企画応援企画応援企画応援企画

「「「「ストレッチポール・ひめトレストレッチにストレッチポール・ひめトレストレッチにストレッチポール・ひめトレストレッチにストレッチポール・ひめトレストレッチに挑戦挑戦挑戦挑戦」」」」 ２５日（月）

支援支援支援支援センターにセンターにセンターにセンターに １０１０１０１０時時時時２０２０２０２０分集合分集合分集合分集合(時間厳守)

講師講師講師講師 ；；；； 野﨑野﨑野﨑野﨑 久美子氏久美子氏久美子氏久美子氏

骨盤底筋群を鍛えて、姿勢きれい！お腹すきっり！ 肩こりや腰痛にも効果のある簡単ストレッチに挑戦です。

ちゃれんじタイムちゃれんじタイムちゃれんじタイムちゃれんじタイム

「「「「おはなしタイムおはなしタイムおはなしタイムおはなしタイム」」」」 １９日 (火)
支援支援支援支援サンタサンタサンタサンタ――――で１０１０１０１０時時時時３０３０３０３０分分分分～～～～１１１１１１１１時時時時００００００００分分分分

(申し込み〆切り ９月１５日)

出張支援センター「「「「あそびのあそびのあそびのあそびの広場広場広場広場がやってくるがやってくるがやってくるがやってくる」」」」 ９日(土)
城城城城ヶヶヶヶ丘丘丘丘のののの公園公園公園公園で１０で１０で１０で１０時時時時～～～～１１１１１１１１時時時時３０３０３０３０分分分分

☆みんなで☆みんなで☆みんなで☆みんなで大大大大きいシャボンきいシャボンきいシャボンきいシャボン玉玉玉玉にににに挑戦挑戦挑戦挑戦しよう☆しよう☆しよう☆しよう☆
（詳しくは裏面をご覧ください）

親子リズム体操や、ボール・フラフープを使って遊びます。
＊飲み物やタオルをご持参下さい。

骨盤底筋群を鍛えて、姿勢きれい！お腹すきっり！ 肩こりや腰痛にも効果のある簡単ストレッチに挑戦です。

限定；８組 （申し込み〆切り ９月１５日）



     

サークルサークルサークルサークル案内案内案内案内
◎◎◎◎親子親子親子親子サークルリーフサークルリーフサークルリーフサークルリーフ ９９９９時時時時３０３０３０３０分分分分～～～～

・９・９・９・９/２２２２（（（（土土土土）））） 支援支援支援支援センターセンターセンターセンター

「「「「笑笑笑笑いヨガいヨガいヨガいヨガ」」」」 講師講師講師講師；；；；村田万里子氏村田万里子氏村田万里子氏村田万里子氏

◎◎◎◎キッズキッズキッズキッズ倶楽部倶楽部倶楽部倶楽部 １０１０１０１０時時時時３０３０３０３０分分分分～～～～

・９・９・９・９/１３１３１３１３（（（（水水水水）））） 支援支援支援支援センターセンターセンターセンター

「「「「運動運動運動運動あそびあそびあそびあそび」」」」

◎◎◎◎ひよこひよこひよこひよこ倶楽部倶楽部倶楽部倶楽部 １０１０１０１０時時時時３０３０３０３０分分分分～～～～◎◎◎◎ひよこひよこひよこひよこ倶楽部倶楽部倶楽部倶楽部 １０１０１０１０時時時時３０３０３０３０分分分分～～～～

・９・９・９・９/２０２０２０２０（（（（水水水水）））） 支援支援支援支援センターセンターセンターセンター

「「「「手型手型手型手型スタンプスタンプスタンプスタンプ＆＆＆＆スクラップスクラップスクラップスクラップ帳作帳作帳作帳作りりりり」」」」

いろいろなサークルがありますよ♪いろいろなサークルがありますよ♪いろいろなサークルがありますよ♪いろいろなサークルがありますよ♪

～～～～ メンバーメンバーメンバーメンバー募集中募集中募集中募集中 ～～～～

～ヨガに挑戦

～

キッズ倶楽部
活活活活
動動動動
のののの

ひひひひ
とととと
ココココ
ママママ
でででで
すすすす

支援支援支援支援センターではセンターではセンターではセンターでは新生児用新生児用新生児用新生児用からジュニアまでのシートのからジュニアまでのシートのからジュニアまでのシートのからジュニアまでのシートの
貸貸貸貸しししし出出出出しをしていますしをしていますしをしていますしをしています！！！！

☆☆☆☆ 貸貸貸貸しししし出出出出しはしはしはしは、、、、 門川町内門川町内門川町内門川町内のののの方方方方にににに限限限限りますりますりますります

★在庫状況★

※新生児～１２ヶ月対応（貸出期間６ヶ月）・・・ ００００個個個個

※６ヶ月～対応（貸出期間３ヶ月）・・・・・・・・・・・・・ １１１１個個個個
※ジュニアシート（3歳以上） ・・・・・・・・・・・・・・ １１１１個個個個

◎クリーニングの代金,及び維持費として５００円ご負担いただきます。

おおおお問問問問いいいい合合合合わせはわせはわせはわせは 支援支援支援支援センタセンタセンタセンタ---- ６３６３６３６３－－－－０７８１０７８１０７８１０７８１

小田小田小田小田 ・・・・ 塩月塩月塩月塩月 までまでまでまで 門川町子育門川町子育門川町子育門川町子育てててて支援支援支援支援センターセンターセンターセンター

****
草川保育園

ココココココココ

至心至心至心至心のののの杜杜杜杜→→→→

至至至至

延延延延

岡岡岡岡

草川小

10101010号線号線号線号線

Ａコ-プ
加草店

森迫医院

******** ****
車は庵川西近隣公園
入り口の駐車場
やセンター南側の
公園の駐車場を

ご利用ください。
駐車場

出張支援出張支援出張支援出張支援センターセンターセンターセンター

『『『『 ああああ そそそそ びびびび のののの 広広広広 場場場場 がががが やややや っっっっ てててて くくくく るるるる 』』』』
門川町内の公民館や公園へ子育て支援センターが出張します

９月は・・・９／９（土）城ヶ丘の公園ですよ～

＜ 時間 ； １０：００ ～ １１：３０ ＞

子育て中の☆パパ・ママ☆ 孫育て中の☆おじいちゃん・おばあちゃん☆

是非 遊びに来てくださいね～

☆ 大きいシャボン玉あそび

子どもさんはもちろん

保護者の皆さんも

おしゃべりしませんか！？

楽楽楽楽しいあそびしいあそびしいあそびしいあそび

のののの時間時間時間時間
コミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーション

小田小田小田小田 ・・・・ 塩月塩月塩月塩月 までまでまでまで

☆お☆お☆お☆お問問問問いいいい合合合合わせはわせはわせはわせは、、、、９９９９時時時時～～～～１６１６１６１６時時時時までとなっていますまでとなっていますまでとなっていますまでとなっています。。。。

門川町子育門川町子育門川町子育門川町子育てててて支援支援支援支援センターセンターセンターセンター
６３６３６３６３－－－－０７８１０７８１０７８１０７８１

ご近所の方々もお気軽にお立ち寄りください

お 待 ち し て い ま ー す ！！


