
   

 

  

  

 

         

                    

                                     

 

 

  

   

                                                  

                                         

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

               

 

          

                                                               

 

ちゃちゃっこ広場 
N0.１６３ 令和４年 12月 

牧之原市子育て支援センター榛原 

0548‐22-0174 

牧之原市子育て支援センター相良 

080‐2625‐8332 

又は 0548-52-5808 

月～金（祝日は休）9：00～15：30 

＊利用対象：未就園児（０～３歳の誕生月の月末 

まで）とその保護者 

 

子育て支援センターは、子育て中の皆さんを応援しています。お気軽にご利用ください。 

子育て支援センターの利用について 

※コロナウイルスの感染拡大状況により利用方法が変更することが 

あります。 ご理解、ご協力をお願いいたします。 

利用方法が変わる場合は、「牧之原市ホームページ」「まきはぐ総合 

サイト」等でお知らせしますので確認してください。 

★利用時間   

場所 利用時間 

子育て支援センター榛原 ① ９：３０〜１１：３０ 

②１３：３０〜１５：３０ 子育て支援センター相良 

★利用方法 

◎ 利用時間内のご都合のつく時間に来館・退館してください。 

◎ 市外の方もご利用いただけます。 

◎ 人数の制限はありません。当日の子育て支援センターの利用状

況について確認したい方は、直接各子育て支援センターへお問

い合わせください。 

◎ 子育て支援センター相良への連絡や問い合わせは 

☎ ０８０－２６２５－８３３２  までお願いします。 

◎ 子育て支援センター内での昼食の利用は、できません。 

水分補給、授乳等はできます。 

感染症予防対策 

◇マスク着用で来館してください。 

◇検温し、受付簿に記入してください。 

榛原：子育て支援センター入口で検温をお願いします。 

相良：い～ら内社会福祉協議会窓口前で検温を、お願いします。 

（体温３７度５分以上、体調不良の方はご利用を自粛していただきます。） 

◇手指の消毒・手洗いをしてから遊んでください。 

（月齢の小さい赤ちゃんは、ウエットティッシュを利用してください） 

◇感染予防の為、利用者同士の会話や接触には注意しましょう。 

◇来館時に、ご家族の感染状況の確認をさせていただく場合が 

ありますので、ご承知おきください。 

◇子育て支援センターを利用している方で、コロナに感染した場合は 

速やかに子育て支援センターにご連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

ぐんと冷え込む朝もあって冬の到来を実感します。空気が乾燥し、風邪をひきやすい季節で

す。手洗いやうがいをして予防し、クリスマスやお正月等、年末年始をご家族みなさんで楽しく

お過ごしください。             

『だいちゃん先生と遊ぼう』  
 
10/20(木)に B＆Gで、大ちゃん先生が楽しい運動遊びを教えてくれまし

た。 

 

 

 

『スクエアへ行こう！』  

10/28(金)にミルキーウエイスクエアで、ハロウインバッグを作ったり、み

んなで踊ったりしてハロウインの雰囲気を楽しみました。 

お子さんのこと、お母さんのことで、困ったことなどありましたらお電話ください

ね。 

 

＊参加者の感想＊ 
・体操だと思って構えてましたが、遊び
ながらで楽しかったです。子どもは初め
ての所は二ガテでしたが、所々笑顔を
見られてよかったです。 
・家の中でできないと決めつけずに家で
も工夫して体を使って遊べるようにした
いなぁと思いました。そして私自身も楽
しみながら遊びたいです。 

 

 

 

 

◆子育て支援センター相良、移転のお知らせ◆ 
子育て支援センターのご利用いつもありがとうございます。 

この度、子育て支援センター相良は、令和５年３月末で閉館

し、令和５年４月にミルキーウェイスクエア内に移転することにな

りました。 

新しい施設で、みなさんと会えることを楽しみにしています♪ 

ぜひご利用ください。 

 

10・11月の行事の様子 

『冬の過ごし方』 講座  

11/8（火） 初めて冬を過ごす赤ちゃんとお母さんを対象に、市の保健師

や栄養士からお話を聞きました。 

 

＊参加者の感想＊ 
・バック作りでは、シールを夢中で貼っ
ていました。一つのことに集中している
なぁと感心しました。 
・楽しい歌やダンス、プレゼント、シール
を貼るなど、子どもが喜んでいました。
家ではここまでできないので、ありが
たいです。 

 

《冬の過ごし方のポイント》 

室内の温度・温度管理 

・温度２０℃前後、湿度は６０％位に保ちましょう。 

（神経質になることはないです） 

・寒いからと室内を温かくしすぎて厚着をすると、冬でもあせもになり 

ます。 

・暖房器具を使用する場合は乾燥、やけどに注意しましょう。 

衣類の着せ方 

・生後１～２か月児：大人より 1枚多く 

・３～４か月児   ：大人と同じ 

・ハイハイや歩きだしの時期：大人より 1枚減 

＊気温の変化を肌が感じることで、皮膚が丈夫になります。→免疫がつ

き、かぜをひきにくい体になります。 

＊着せすぎかな？と思ったら、お子さんの背中に手を入れて確認しまし

ょう。靴下は外出時のみで OKです。 

感染症の予防 

＊人混みを避けましょう。規則正しい生活、バランスの良い食事、十分

な睡眠を心がけましょう。 

＊家族もうがい・手洗いをきちんとして予防を！ 

風邪の時の食事 

・食欲がない時は、離乳食の形態を一つ前に戻しましょう。 

・熱のある時は、水分をしっかり与え、ビタミン、ミネラル（野菜スープや

果物）をとりましょう。 

✿冬の時期を元気に過ごすためにも、ママ、パパ、ご家族の皆さんが元

気でいることが、何よりも大切です。 

笑顔で過ごすことも、免疫力アップにつながるそうですよ！ 

＊当日配布した、わかりやすい資料が各支援センターにあります。 

必要な方はお持ちください。 

 

 

 

 

 

＊参加者の感想＊ 

・冬の服装について悩んでいたので教えても

らい安心しました。一人でいるといつもこれで

いいのかな～と思うので。神経質になりすぎ

ないように進めていきたいと思います。 

 

 

 



 

乳幼児の救急法講座  （対象：０～3歳の誕生月の月末まで） 

１日（木） 10：00～ さざんか会議室 定員 15人（託児 13人まで） 

消防署員による乳幼児の救命講習や、けがや事故、病気の対応についてお

話を聞きます。申込み時に、消防署員への質問がありましたら伺います。 

＊託児があります。託児定員は13名ですので、お家の方にお子さんを見て頂

ける方は、ご協力をお願いします。託児のある方は 9:50 に、託児会場にお

子さんを預けてください。 

＊託児を希望する方には、託児カードをお渡ししますので、職員から連絡させ

ていただきます。 

・申込み開始：11/16（水）～ 11/22(火)まで 

・申込み先：子育て支援センター榛原 ０５４８－２２－０１７４ 

 

ブックスタート （対象：R４年 8月生まれのお子さん） 

7日（水）  子育て支援センター相良   定員 10組  

受付：13：15～  開始：13：30～(１時間程度の内容になります) 

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。みなさんの子育てを応

援するスタッフの紹介もします。 

＊持ち物：母子健康手帳・バスタオル・赤ちゃんが手に持つおもちゃ 

参加費１００円 

＊人数に制限があります。くわしくは、「まきはぐ」をご覧ください。 

＊対象月にご都合が悪い場合はご相談ください。対象月齢が前後しての 

 参加もできます。 

・申し込み締切：11/30（水） 

・問い合わせ、申し込み：子育て支援センター榛原 0548-22-0174 

 

ベビーマッサージ （対象：３～７か月） 

13日（火） 10：00～  い～ら和室     定員６組 

赤ちゃんもママもニコニコの笑顔になれます！楽しいひと時を過ごしましょう。 

＊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。 

・申込み開始：11/16（水）～   

・申込み先：子育て支援センター相良 ０80-2625-8332 

 

お楽しみ会 （対象：0～3歳の誕生月の月末まで） 

20日（火） 10：00～11：00  子育て支援センター榛原   定員 15組 

歌をうたったり、ダンスをしたり一緒に楽しいひとときを過ごしましょう。 

ひろりんシアターのクリスマスｖer,や先生たちの出し物があります。 

お楽しみに！ 

・申込み開始：11/16（水）～ 

・申込み先：子育て支援センター榛原 0548-22-0174 

 

クローバーの会 （対象：0～3歳の誕生月の月末まで） 

19日（月） 11:15～  子育て支援センター榛原  

「クローバーの会」のみなさんが、楽しい絵本の紹介や読み聞かせをしてくだ

さいます。今月はどんなお話かな？  ＊申込みは不要です。 

ーおしらせ・おねがいー 
＊当面の間は園庭開放・移動子育て支援センターは中止となります。 

再開の際はまきはぐ総合サイト・牧之原市ホームページでお知らせ 

します。 

＊誕生カードの手形をとることができます。ご希望の方は各センターに 

ある申し込み用紙に記入をお願いします。（カード代１００円） 

＊その日の気温・天候により、庭やテラスで遊べない日がありますが 

ご了承ください。水筒や帽子の用意をお願いします。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  曜日 榛原(さざんか) 相良（い～ら） 

1 木    救急法講座               

2 金  ママサポートパーティ(AM)         

3 土 おやすみ 

4 日 

5 月   

6 火   

7 水  ブックスタート（PM） 

8 木   

9 金   

10 土 
                おやすみ 

11 日 

12 月   

13 火  ベビーマッサージ（AM） 

14 水   

15 木   

16 金   

17 土 
おやすみ 

18 日 

19 月 クローバーの会(AM)  

20 火 お楽しみ会（AM）  

21 水   

22 木 

 

 

23 金   

24 土 
おやすみ 

25 日 

26 月   

27 火 

 
 

28 水 年末の大掃除（PM） 

29 木 
年末年始のお休み（12/29～1/3）です。 

ご協力お願いします。 
30 金 

31 土 

１２月の行事カレンダー 

 

＊子育て支援センター事業により、ご利用できない日時があり

ます。下記の表をご覧ください。 
・支援センターの行事、ブックスタート（職員が全員出席するため）、 

職員会議の日は、利用できない日とさせていただきます。 

場所 
日時 

９：３０〜１１：３０ 

日時 
１３：３０〜１５：３０ 

子育て支援センター

榛原 

1日,2日,15日(未来パパ

ママ事業のため)、20日 

6日,7日,19日（会場

準備のため）,28日 

子育て支援センター

相良 

１日,15 日（未来パパママ

事業のため）、20日 

 

６日,7日,28日 

 

 

＊参加したい行事によって、申し込み方法が異なりますので、下記の内容を
ご確認の上、申し込みをしてください。（市内の方対象です） 

＊行事については、感染状況により中止する場合があります。ご理解、ご協力を
お願いします。 

12月の行事のご案内 

★ 未来パパママ体験事業 ★    8日（木）、15日（木） 

 相良中学校の授業の一環で、「未来パパママ子育て体験」親子ボランティアの

みなさんと、中学生がふれあう体験授業を行います。 

乳幼児とふれあったり、親子で楽しく遊ぶ姿を見たりすることで、子どもの育ち

（発達）やより良い関わり方を伝えていきます。 

＊現在、親子ボランティアを募集しています。詳しくは、各支援センターにお問い

合わせください。 

＊支援センターの開館については左記の表をご覧ください。 

 

 

 

 

 

ママサポートパーテイは子育て中のお母さ
んたちが子どもとの関わり方を学ぶ講座で
す。（申込みは終了しました）。支援センタ
ーが託児会場となります。 

 

 


