
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

・あそびの広場 ・あそびの広場
1 2

自由遊び 自由遊び

4 5 6 7 8 9
育児相談随時

身長・体重測定＆ ・あそびの広場 ・あそびの広場 ・あそびの広場
七夕飾りつくり 自由遊び 水遊び ひよこ俱楽部

育児相談随時

・あそびの広場 ・あそびの広場 ・あそびの広場 ・あそびの広場 ・あそびの広場
11 12 13 14 15 16

・あそびの広場
水遊び 自由遊び 自由遊び 水遊び 自由遊び

18 19 20 21 22 23
育児相談随時

自由遊び 自由遊び 水遊び 自由遊び
・あそびの広場 ・あそびの広場海の日 ・あそびの広場 ・あそびの広場

育児相談随時

・あそびの広場

・あそびの広場 ・あそびの広場 ・あそびの広場 ・あそびの広場
25 26 27 28 29 30

・あそびの広場
水遊び 自由遊び 水遊び 自由遊び

育児相談随時

ちゃれんじ タイム

「プール開き」 ４日 （月）

支援センターにて １０時～

＜天候不良の場合は延期＞

参加 ； ２組 限定

子育て応援企画 ① 「焼肉のたれ作りに挑戦！！」

６日 （水） ９時～ 五十鈴農産加工センターにて

参加：１０人限定（残りわずか）

② 「アロマスプレー作り♡」
２７日 （水） クリエイティブセンター ２F研修室にて

講師 ； 工藤 真子氏

子どもさんんも使える虫よけスプレー ＆

ママのためのアロマスプレーを作ります

材料費が必要です。詳しくはセンターまで・・・

参加；８組限定（申し込み〆切 ７月２０日先着順）

ちゃれんじ タイム

「水あそび」 ７月４日 ～ ８月２９日

毎週、月曜日と金曜日

支援センターにて １０時～１１時半

☆１日２組限定＜事前の予約も可能＞

持ってくるもの；水着・タオル・水筒など

※ 天候によって中止する場合もあります。

あかちゃんとママの

くまさん教室①

わんぱくキッズ教室

(クリエイティブセンター)

TEL   ６３－０７８１(直通)
FAX ６３－０７６３

発刊 第２５５号

（令和４年度）

あかちゃんとママの

くまさん教室②

留守中も

７回コール後

外出先の携帯に

転送されます

子育て応援企画

「アロマスプレー

作り」

「プール開き」

ちゃれんじタイム

「七夕飾りつくり 」 ４日（月）・５日（火）

支援センターに１０時半集合(時間厳守)

みんなの願い事が届きますように
☆七夕飾りを作りましょう☆

赤ちゃんは、足型スタンプで作ります。

参加無料 ； 両日ともに４組 限定。
ご希望の日を予約して下さい

(申し込み〆切り ７月２日)

＜身長体重測定＞ ４日（月）・５日（火）

１０時～１２時 支援センターにて

大きくなったかな～＊＊

子どもさんの身長・体重の測定と

手型・足型スタンプを行います。

１日４組限定＜事前の予約も可能＞

＜あかちゃんとママのくまさん教室＞
講師 ： 江川恵子氏

①ベビービクス (１４日) １０時３０分～１１時３０分
場所 ； クリエイティブセンター 和室
３ヶ月～１才半ぐらいの子どもさんが対象です。

②お母さん体操 (２８日) １０時３０分～１１時３０分
場所 ； クリエイティブセンター 体育館
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体育館 講師 ； 江川恵子氏
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。

子育て応援企画

「焼肉のたれ作り」
申し込みが必要

８月６日 『お祭りごっこ』 開催予定！！

詳しくは・・・・裏面をみてね💕

「だし液＆蒸しパン作り」

おいしくできましたよ☆

★だしをとった後の

椎茸とかつお節で佃煮を

作りました～ご飯がすすむ～

★だし液で ソーメン最高

ふわふわ蒸しパン☆
だし液☆

父の日のプレゼントを

作ったよ～



     

新型コロナウイルス感染防止に伴うお願い

利用を制限する家庭

申し訳ありませんが、以下の方は利用の自粛をお願いいたします。

◆ 体温が３７．０度（子ども３７．５度）以上の方。

◆ 息苦しさ・倦怠感・風邪症状等のある方や体調に不安のある方。

◆ 本人、または家族で２週間以内に県を超えての移動があった方、

並び、県外への往来があった方との接触があった方。

利用について

◆ 利用時間および人数

①午前 ； ９時３０分～１２時

②午後 ； １３時００分～１５時３０分

☆ 当日でも空いている場合は、利用できますのでお問合せ下さい。

◆ 館内でのおやつや食事等は禁止します。（水分補給程度は問題ありません）

◆ 入室時に住所・氏名・連絡先の記入をお願いします。

◆ 入室前に通用門にて、親子で手指のアルコール消毒をお願いします。

◆ センター入口で体温チェックを行います。

◆ 保護者の方は、マスクの着用をお願いします。

皆様には大変ご不便ご迷惑をおかけしますが、 ご理解、ご協力をお願いいたします。

①午前・②午後 共に ； 各４組（９名）以内

＜事前の予約も可能です＞

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。

*
草川保育園

ココ

至心の杜→

至

延

岡

草川小

10号線

森迫医院

*

駐車場

*

お祭りごっこ

８月６日（土）

１０：００～１２：００

クリエイティブセンター

体育館にて

１０：００～

門川町神楽保存会

愛隆会 特別出演‼

～神楽鑑賞～

１０：３０～

お祭りごっこ参加費；子ども１人３００円

詳しくは、センタースタッフまで

♪申し込み受付開始♪

ハイハイ☆ヨチヨチ競争がんばれー

おにいちゃん

ぼくがんばるね

びろっぴー

よーいドン！

『い～なコンサート』

＆『かかし座

影絵ショー』

みんな～

楽しんでますか⁉


