2015 年 子育て支援センターだより

新年明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします
新しい年の始まりは何かすてきなことがおきそうな期待感でいっぱいです。今年も、子どもや保護者の皆さんのたくさん
の笑顔に出会えるのを楽しみに、あいっ子では楽しい企画を準備しみなさんのお越しをお待ちしています。
今年も、職員一同力を合わせてあったかでほっこりしていただけるあいっ子作りに努めます。よろしくお願いします！！
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外国籍ひろば

「 おも ち つき」 をしよう！
昔ながらのうすと杵を使っ
ておもちつきをしょう
(予約不要）
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助産師と保健師・保育士が 妊娠・出産･育児に備
います。！気軽に遊びに来 えるパパやママ対象の
てくださいね。
教室です（詳しくは健康
テーマ「２歳に向けて」
推進課４２-４８８７迄）

受講者のみ
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受講者のみ

1歳までの赤ちゃんとママ
手作りおもちゃ「クルクルレ
で楽しく過ごしましょう
インボー」を作ろう。参加費
身体計測もできます。
50円、先着15名（要予約）
（予約不要）
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１４：００～１５：３０
お正月遊びをしよう！
（町民センター愛知川2階）
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あいらんど
きらきらバースディ

はっぴーメモリアル

９：３０～１１：３０
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満１歳（Ｈ26.2月生まれ）の
お誕生会をしましょう♪

※あいっ子が利用できる方は愛荘町に在住・在勤されて
いる方、又は祖父母が愛荘町民であることとします

あいらんどの毎日のスケジュール
10：00 午前の部 オープン
自由あそび
11：15 お片付け
11：20 親子あそび
12：00 午前の部 終了
（★ランチタイム 12：00～13：30）
13：00 午後の部 オープン
自由あそび
16：15 お片付
16：30 午後の部 終了

満2,3,4歳（１月生まれ）の
お誕生会をしましょう♪
（予約不要）

～親子あそびの内容～
月 … 体操＆ちいさなおはなしかい
火 … 体操＆親子ふれあいあそび
水 … 体操＆絵本のじかん
木 … 体操＆うたあそび
金 … 体操＆親子ふれあいあそび
(ぴかぴかタイムも週に１回行っています)
＊センターの行事の都合上、変更あり
お友達と仲良くブロック遊びや、電車
ごっごをして遊んだよ！

※あいらんどは、月曜日から金曜日の毎日と、
第２、４土曜日に開館しています。

愛荘町子育て支援センターあいっ子
〒529-1234 愛荘町安孫子 811-1
TEL 37-8058 FAX 37-8950

休館日

はっぴーメモリアル
♡11 月生まれのお友達お誕生日おめでとう♡

[季節の遊び講
座]
おにぎりを作った
よ！！
民生委員さんにお
手伝いしていただ
きました

△△昔ながらのうすと杵を使ってお餅つきをしましょう▼▼
日 時：１月 20 日(火) 10 時から１１時 30 分
場 所：子育て支援センターあいっ子
持ち物：お茶・おしぼり・お皿・おはし
※つきたてのお餅は、きな粉を付けていただきます
※予約はいりません。
みなさん誘い合って来てね！

■当日は混雑が予想されます。
秦荘庁舎東側駐車常も
ご利用ください。

[赤ちゃんひろば]
親子遊びや赤ちゃん向け
の保健情報コーナーもあ
ります。今月は
1 月 23 日です。

ほっとタイム
日 時；1 月 16 日(金) 10 時から 11 時
テーマ；
「１歳の子育て」
・・・2 歳にむけて・・・
予約は不要です。お茶を飲みながらおしゃべり
しましょう。みなさんの参加をお待ちしています。
子育ての悩みは、一人で悩まない、抱え込まない・・・
話を聞いてもらえる相手が居ることで不安が軽減されますよ。
些細なことでもいい、悩みがなくてもいい、いろんな人と時間を
共有することで安心することもあります。ぜひ遊びに来てね。

（カーザーアレクレ）

スマイル講座

♡♡お母さんのための講座♡♡

★手作りおもちゃ“くるくるレインボーを作ろう★
★手でくるくる回して遊ぶおもちゃです！
日 時；１月 22 日（木）10 時から 11 時
場 所；子育て支援センターあいっ子
材料費；５０円
定 員；15 人
持ち物；はさみ
受付開始：１/8（木） 9 時から

[食育教室] 野菜を使った献立 11/11
えびのチャウダー、
かぼちゃとレーズンのサ
ラダ、
小松菜とベーコンのマフィンを作りま
した。
野菜嫌いの子どもたちも美味しく食べ
ることができました。

日時：1 月 24 日（土）14 時～15 時 30 分
場所：町民センター愛知川 2 階研修室
内容：お正月遊びをしよう！
大型カルタ遊び ほか
（おはぎを作ってみんなで食べよう）
申込は、1/23（金）まで
※日本人親子さんの参加をお待ちしてい
ます。
（先着 5 組まで）

(今月の歌)♪コンコンクシャのうた♪
りすさんがマスクした ちいさい ちいさい
ちいさい ちいさいマスクした
コンコンコンコンクシャン
ぞうさんがマスクした ながい ながい
ながい ながいマスクした
コンコンコンコンクシャン

[消防車を見よう]
11/13 町消防団の活動のお話や、秋の火
災予防週間のお話とＤＶＤを見て、その
後、子ども達は消防服着装体験や消防車
に乗って楽しい時間を過ごしたよ！

