2016 年 子育て支援センターだより

３月３日は「ひなまつり」みんなでお祝いをしましょう。ひな祭りの花といえば“桃の花”ですが、桃の花には、悪いも
のを追い払う力があるといわれ、子どもたちが元気で大きくなることを願って飾られるといわれています。また、
“ひなあ
られ”の色は、桃色・緑・黄色・白があるのですが、それぞれ春・夏・秋・冬の季節を表しています。
「どの季節も健康で
いられるように」と願って食べるそうです。意味を感じながら、味わって食べてくださいね！
春の日差しが輝き始めましたが、まだまだ朝晩は肌寒い日が続いています。気温や体調に合わせて服を調整しながら、元
気で「あいっ子」に遊びにきてください。

３月の行事予定
日

月

火
1

水
2

木
3

季節の遊び講座

あいあいクラブ

折り紙遊び

１０：００～１１：３０

１０：００～１１：００

１１：３０～

お雛飾りを作ろう！
先着：20名 材料費：50円
（要予約）
申込開始：2/17～

受講者のみ

折り紙を折って遊びましょう
♪(予約不要）

9

10

金
4

土
5

あいらんど

6

7

8

休館日

11

12

よちよちクラブ

ほっとタイム

１０：００～１１：００

１０：００～１１：００

土曜開館日
ぷれママ教室

あいらんど

休館日

１０：００～１１：３０
保健師・保育士がいます。
妊娠・出産・育児に備
気軽に遊びにきてね。テー
えるパパやママ対象の
マ「集団生活に向けて」
教室です。(予約は健康
（予約不要）
推進課42-4887迄）

受講者のみ

13

14

15

16

17

18

19
休館日

あいらんど
休館日

20

21

スマイル講座

ぴよぴよ広場

はっぴーメモリアル

１０：００～１１：００

１０：００～１１：３０

１１：：００～

ママのための講座
『カレンダー作り』
参加費：50円 先着：20名
申込開始：3/2～

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）

満２．３．４歳(３月生まれ）
のお友達をみんなでお祝い
しましょう♪(予約不要）誕
生児さんは10：30までに来
てね。（未就園児対象）

22

23

24

25

26

あいらんど
休館日
（春分の
日）

27

休館日
（振替休日）

28

きらきらバースディ

赤ちゃん広場

９：３０～１１：３０

１０：００～１１：３０

満１歳（Ｈ27.4月生まれ）の
お誕生会をしましょう♪
(出席か欠席の連絡をお願
いします）

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

31

あいらんど 【3 月2 8 日～4 月1 日（午後から「なかよしひろば」の日）】
休館日

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。
愛荘町子育て支援センターあいっ子
※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

〒529-1234 愛荘町安孫子 811-1
TEL 37-8058 FAX 37-8950

土曜開館日

「なかよしひろば」は就学前の弟や妹の
いる小学生が対象の広場です。時間は、
午後１時から４時 30 分までです。
予約は要りません。遊びに来てね！

～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

スマイル講座

『ママのための講座』

✿写真を貼ってオリジナルカレンダーを作ろう✿

季節の遊び講座
お雛飾りを作ろう
日 時
場 所
持ち物
材料費
定 員

３月 1 日(火)10 時から 11 時３０分
子育て支援センターあいっ子
はさみ・のり・マジック
50 円
先着 20 人

受付開始・・・２/17(水) 午前 9 時から

日 時
場 所
参加費
持ち物

3 月 15 日(火) 10 時から 11 時
子育て支援センターあいっ子
５０円
定 員
20 人
はさみ・のり・ボンド・両面テープ・
サインペン・お気に入りの写真数枚

受付開始・・・3/2(水) 午前 9 時から

ほっとタイム
日 時；３月 11 日(金) 10 時から 11 時
場 所：子育て支援センターあいっ子
テーマ；
「集団生活に向けて」
予約は不要です。
★４月から幼稚園や保育園に通うお友だちのお母さん！不安や
悩みや期待など、保健師・保育士と一緒に話をしましょう！気軽
に遊びに来てね！途中参加やテーマ以外のことでも大丈夫です。
みなさんの参加をお待ちしています。

[季節の遊び講座]
うすときねを使って昔な
がらのお餅つきをしたよ！
やわらかくて、とても美味し
かったよ！ 民生委員さん
にお世話になりま した。

[スマイル講座]
「親子リトミック」で、音楽
に合わせて体を動かしたり、
親子遊びをしたり・・楽しか
ったよ！

（今月の歌）すうじのうた
すうじの 1 はなあに
すうじの 2 はなあに
すうじの 3 はなあに
すうじの 4 はなあに
すうじの 5 はなあに

こうばのえんとつ （もくもく）
おいけのがちょう （があがあ）
あかちゃんのおみみ （ぴっぴ）
かかしのゆみや （びゅんびゅん）
おうちのかぎよ （がちゃがちゃ）

すうじの 6 はなあに たぬきのおなか （ぽんぽん）
すうじの 7 はなあに こわれたらっぱ （ぷっぷー）
すうじの 8 はなあに たなのだるま
（ごろりん）
すうじの 9 はなあに おたまじゃくし （ちょろちょろ）
すうじの 10 はなあに えんとつとおつきさま
（おしまい！）

♡♡♡赤ちゃんひろば♡♡♡
１歳までの子とママが集まり、
座談会や親子あそび、季節の保健講座、
身体計測を行います。
途中参加も大丈夫です。
気軽に遊びに来てくださいね！
今月は、３月２５日です。

はっぴーメモリアル 12/18
12 月生まれのお友達のお誕生日を、みんなでお祝いしました。

◇◆３月３日は「耳の日」◆◇
耳の構造的に、子どもは大人より中耳に炎症が
起こりやすくなっています。また、耳の中に異物
が入るトラブルも多いものです。
中耳炎はもちろん、異物や耳あかも無理に
取ろうとせず、速やかに受診したほうが
良いでしょう。
「耳の日」をきっかけに、耳の
健康に関心を持ちましょう。

