H２８年度

ちゃちゃっこ広場

１１月

Nｏ、９０
２０１６年１１月
牧之原市地域子育て支援センター
TEL ２２－０１７４
月～金（祝日は休）９：００～１５：３０

＊ご利用は、3 歳未満児(2 歳 11 ヶ月まで)と
その保護者の方が対象です。

ようこそ！「ちゃちゃっこ広場」へ 子育て中の皆さんを応援しています。お気軽にご利用下さい。

イチョウが色づき始め、秋の深まりを感じます。戸外遊びには丁度よい季節ですね。散歩をしながら、子育て支援センターや移動支援センタ
ーにも遊びに来てください。楽しい遊びが待っています！
園庭開放にも行ってみましょう！

１１月の行事のご案内

《１１月のおすすめ行事です！市内の未就園児の方が対象です。》
★「冬の過ごし方」

１１／２(水) １０：００～（９：５０集合）

さざんか和室

初めて冬を迎える赤ちゃん対象

定員２０組

「寒い冬はどんなふうに過ごせばいいのかな？」 きっとお母さんは気になることがいろいろあることでしょう。保健師さん、栄養士さんからお話を聞きます。
＊親子での参加です。

★「歯のお話」

１１／３０（月） １０：００～１１：００

さざんか和室

定員２０組 （１～２歳１１ヶ月）

県の歯科衛生士さんに歯磨き指導をしていただきます。パネルシアターもやりますよ！ 歯についての質問にも答えていただけます。 ＊親子での参加です。

申し込み制です。みんなあつまれ！

自由参加です。
お誘いあわせてお越しください。

定員になり次第、締め切ります。
＊市内の方対象です。

ベビーマッサージ

ひろりんシアター

１８日（金） １０：００

１日（火） １０：００ い～ら （３～７ヶ月） 定員１０組

今月の会場は、萩間公民館です。どなたでも参加できます。

４日（金） １０：００ さざんか （３～７ヶ月） 定員１０組

楽しいパネルシアターや歌が登場します！是非お越しください！

赤ちゃんもママもにこにこ笑顔になりますよ！ぜひ、ご参加ください。
持ち物：バスタオル２枚・握れるおもちゃ・オイル代１００円
＊当日予防接種を受ける場合はできません。
冬の過ごし方（初めて冬を迎える赤ちゃん）
２日（水） １０：００～１１：００

さざんか和室 定員２０組

親子での参加となりますので、託児はありません。詳しいことは、申し込
み時にご確認ください。

双子の会

１０日（木） １０：００ さざんか

双子ちゃんたち、お母さんたちの交流の場です。これから双子を出産される方も
どうぞご参加ください。
身体測定

１５日（火） ９：３０～１１：００ さざんか・い～ら

身長・体重を測れますので、ご利用ください。
ブックスタート

１７日（木） 受付１３：００ さざんか和室

市内の３ヶ月児対象

絵本を介して、赤ちゃんとお母さんのかかわりを深めます。

ちゃちゃっこベビー

持ち物：母子手帳、バスタオル、参加費１００円

９日（水） １０：００～１１：００ さざんか （８～１１ヶ月） 定員１４組

誕生会

２５日（金） １０：００ い～ら

ポーラの美容部員さんが、ハンドトリートメントをしてくれます。ゆったり

お誕生日のお友だちをみんなでお祝いします！

とリラックスした時間を過ごしましょう。モニターに協力して頂きますの

＊誕生ｶｰﾄﾞの用意がありますので、１００円を添えて申し込んでください。

で、ご了承ください。

＊親子での参加です。

移動子育て支援センター

５地区（勝間田・坂部・牧之原・地頭方・萩間）

「子どもがやる気になる魔法の言葉がけ」
１１日（金） １０：００～１１：００ い～ら

９：３０～１１：３０
定員１５組

９月にさざんかで行った児童家庭支援センター「はるかぜ」の心理士さ
んによるイヤイヤ期の対応などについてのお話を、今月は、い～らで行

各地区で開所しています。曜日が決まっていますので、活動予定のカレンダー
をご覧ください。どなたでも参加できます。
園庭開放

市内の保育園、地頭方幼稚園で実施しています。１０：００～１２：００

います。子育ての参考になるお話です。まだお話を聞いたことがない方

地頭方幼稚園（月～金）

は、是非参加してみてください。 ＊親子での参加です。

火：静波・地頭方保育園

水：坂部・萩間保育園

木：細江・牧之原保育園

金：勝間田・あおぞら・菅山保育園

ちゃちゃっこキッズ
１６日（水） １０：００～１１：００ （１～２歳１１ヶ月） 定員１５組
＊相良児童館に９：５０集合です。

相良保育園（月～金 ９：３０～１１：００）

＊園庭開放についてのお問い合わせは、２２－０１７４（子育て支援センター）
にお願いします。

相良児童館に行って、施設の利用方法を楽しく体験しましょう。外の遊
具も楽しいですよ！
「歯のお話」
３０日（水） １０：００～１１：００ （１～２歳１１ヶ月） さざんか和室 ２０組
持ち物：仕上げ磨きに使っている歯ブラシ、タオル
詳しいことは、申し込み時に確認してください。

「ウエルカムベビー」11/19（土）10：00～（9：45 集合）
さざんか和室

H28.4～H28.7 生まれ（３ヶ月～６ヶ月）

✿参加申し込みについては、毎月のブックスタートの日（今月は１０月１８

第 1 子の赤ちゃんとその両親 定員 15 組（定員になり次第締切）

日（火））午後 1 時から受け付け開始となります。直接ご本人がお越しいた

同じくらいの子どもを持つパパとママ！みんなで遊んだり、トークを

だき、申し込みをお願いします。（電話ではお受けできません。）

したりして、楽しみましょう！

子育て支援センター榛原（さざんか）、相良（い～ら）どちらでも両会場の

○飯田はづき先生の親子ふれあい遊び

申し込みができます。

○赤ちゃんの発達について

お問い合わせや欠席の連絡は２２－０１７４（子育て支援センター） まで

○パパとママのコミュニケーションのとり方について

お願いします。

（申し込みは、両支援センターで、10/18（火）午後 1 時からです！）

１１月の活動予定

「わかりやすい❤乳幼児の救急法」
９／１２（月）い～らで行われました。消防士さんからお話を聞きました。
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ちゃちゃっこキッズ２「大ちゃん先生と遊ぼう」
１０／５（水）静波体育館で行いました。お母さんと一緒でとっても楽しかったよ！
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りだくさんでした。
パパにも教えてあげたい
と思いました。

おやすみ

クローバーの会読み聞かせ

勝間田

11：15

❤お父さん・お母さんを応援する行事を計画しています！❤
坂 部

ベビープログラム

★ベビープログラム（ＢＰ）
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勤労感謝の日
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生後２～５ヶ月（第一子）の赤ちゃんとお母さんを対象としたプログラムです。「親

地頭方

子の絆づくり」
「育児の知識」
「親同士の仲間づくり」を目的としています。赤ちゃんと
お母さんが一緒に参加します。

誕生会 10:00

萩 間

「お楽しみ会」に参加しませんか！
12/13(火)さざんかでお楽しみ会を予定しています。
勝間田

＊お願い＊

歌ったり、踊ったりしてみんなで楽しいひと時を過ごしましょう。
ぜひ！お子様と参加してください。
歌・ダンス・演奏等、参加者大募集！ご協力いただける方は、職員に声を
かけてください。 くわしくは、12 月号でお知らせします。

＜ファミリーサポートセンターの紹介＞

＊行事の都合でお部屋の利用ができない日時があります。申し訳ありませんが、ご了承

ファミリーサポートセンターが、10 月に開設されました。地域で育

ください。
・支援センター榛原(さざんか) ９日（水） １０：００～１１：００

児の援助を受けたい人（お願い会員）と援助ができる人（任せて会員）

・支援センター相良（い～ら） １１日（金） １０：００～１１：００

が助け合う会員組織です。概ね４ヶ月から小学６年生まで利用可能で

＊さざんか・い～らは公共の施設です。ルールやマナーを守って、みんなが楽しく過ご
せるようにしましょう。
＊事故やけがのないようお子様から目を離さないようにしましょう。
支援センターでは、金曜日におもちゃの消毒をしています

す。用事やリフレッシュしたい時などに利用できますが、事前の申し
込みが必要です。入会方法など詳細については、２３－００７７にお
問い合わせください。

