2015 年 子育て支援センターだより

6 月といえば梅雨、衣替えの季節です。急にムシムシしてきたり、肌寒くなったり、この時期は一日の中でも寒暖の差が大きいこと
がよくあります。急に汗ばむような気温になったときのために、汗を吸ってくれる吸水性のある下着を着用するようにしましょう。また、
食中毒への注意が必要な時期でもありますね。近年ウイルス性の食中毒も多く発生していますので体調管理には十分気をつけて、手洗い
はこまめにするようにしましょう。

６月の行事予定表
日

月
1

火
2

水
3

木
4

食育教室
10：00～11：30

あいあいクラブ
１０：００～１１：００

時短レシピ（豆腐そぼろの
三色丼ほか）
参加費：300円
定員：12人（要予約）

受講者のみ

9

10

金
5

土
6
休館日

あいらんど
休館日

7
休館日

8

11

12

13

スマイル講座

よちよちクラブ

ほっとタイム

土曜開館日

１０：００～１１：００

１０：００～１１：００

外国籍ひろば

受講者のみ

保健師・歯科衛生士・保育
士がいます 気軽に遊びに
来てね。テーマ「知っておき
たい歯の話」（予約不要）

１０：００～１２：００
「運動会ごっこ」 場所：
町民センター愛知川２
階研修室（要予約）

18

19

20
休館日

25

26

27
土曜開館日

15

16

17

あいらんど
季節の遊び講座

ぴよぴよ広場

１０：００～１１：３０

１０：００～１１：３０

22

23

１歳から2歳までの乳幼児
とママで楽しく過ごしましょ
う。（予約不要）

24

あいらんど
きらきらバースディ

はっぴーメモリアル

赤ちゃん広場

９：３０～１１：３０

１１：００～

１０：００～１１：３０

満１歳（Ｈ26.7月生まれ）の
満2,3,4歳（6月生まれ）の
お誕生会をしましょう♪
お友達をみんなでお祝いし
（出席か欠席の連絡をお願
ましょう♪（予約不要）
いします）

28
休館日

妊娠・出産・育児に備
えるパパやママ対象の
教室です。（予約は健
康推進課42－4887迄）

折り紙を折って遊びましょう
（予約不要）

１０：００～１１：００

『運動会ごっごをしよう』
会費：２００円
先着：２５人
申込開始：６/２～

21
休館日

ぷれママ教室
１０：００～１１：３０

あいらんど

お母さんのための講座
（折り紙でフォトフレームを
作ろう！） 参加費：100円
定員：15人（要予約）

14
休館日

折り紙遊び
１１：３０～

29

1歳までの赤ちゃんとママ
で楽しく過ごしましょう
身体計測もできます
（予約不要）

30

あいらんど
プチらんど

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

１０：００～１１：００
”民生委員さんと遊ぼ
う”「七夕飾りを作ろ
う」
場所：東円堂公民館
（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

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
※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。

あいらんどでは、毎日手遊びやふれあ
い遊び、楽器遊びやお話会など、色々

《はっぴーメモリアル》2.3.4 歳
4 月生まれのお友だちお誕生日おめでとう

な親子遊びを楽しんでいます。ぜひ、
遊びに来てくださいね！

保健師さんや歯
科衛生士さん
に、個別の相談
もできますよ！

☆運動会ごっごをしよう！☆
～みんなで体を動かして遊ぼう～

「ほっとタイム」12 日(金)10 時～11 時
テーマ「知っておきたい歯の話」

日 時；6 月 16 日（火）10 時～11 時 30 分
場 所；子育て支援センターあいっ子 2 階
定 員；25 人

◆保健師と歯科衛生士、保育士が待っています◆

持ち物；水筒
参加費；子ども一人につき 200 円

みなさんの参加をお待ちしています！
子育てで困っていること、ちょっと聞いてみたいな・・・
と思っていることはありませんか？
みんなでわいわい話しながら解決しましょう
予約は不要です。

スマイル講座

◆お母さんのための講座◆

●●折り紙（和紙）で フォトフレームを作ろう！●●

受付開始・・・6/2～

プチらんど
主任児童委員さんと 地域に出かけ
て遊びましょう

日時：6 月 9 日（火）10 時～11 時
場所：子育て支援センターあいっ子
参加費：100 円

定員：15 人

受付開始：5/26～

日時；6 月 29 日（月）
10 時から 11 時
場所；東円堂公民館
（予約は不要です）.

《七夕飾りを作ろう！》

❤6 月のうたあそび

外国籍親子交流会
☆運動会ごっこで体を動かそう☆
～いろいろな国の友だちと遊んで、交流しましょう～
日 時 ：６月１３日（土） １０時から１２時
場 所 ：町民センター愛知川 ２階研究室
参加費：子ども一人につき５０円
対 象：町内および近隣市町村にお住まいの１２歳までの
外国籍の子どもとその保護者
日本国籍の小学校までの子どもとその保護者
（先着５組）
受付開始・・・６/１（月）

食育教室（時短レシピ）
日時：６月２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 ２階
定員：１２名

参加費：３００円

持ち物：エプロン・三角巾

❤
1.

とけいのうた

コチコチカッチン おとけいさん
コチコチカッチン うごいてる
こどものはりと おとなのはりと
こんにちは さようなら
コチコチカッチン さようなら

2.
コチコチカッチン おとけいさん
コチコチカッチン うごいてる
こどもがぴょこり おとながぴょこり
こんにちは さようなら
コチコチカッチン さようなら

かむ力、飲み込む力をつけるには？
口の回りには、さまざまな筋肉があります。これらの
筋肉を刺激することで、舌の上下左右の動きが活性
化し、食べ物をかんだり、飲み込んだりする力が養わ
れます。また、口の回りの筋肉の発達は、言葉の正し
い発音にもつながります。発達の様子を見ながら、か
みごたえのある食べ物を徐々に取り入れたり、口の回
りの筋肉をよく動かす遊びをしていったりすることで、
かむ力、飲み込む力をつけましょう。

献立：豆腐そぼろの三色丼、ごぼうとコーンのにぎやかサラダ
フルーツ大福
【受付開始

５/１９（火）９時～ 】

（保育雑誌より引用）

