2017 年 子育て支援センターだより

春の暖かい日差しが心地よい季節になりました。爽やかな春風とともに、小鳥のさえずりが聞こえてきます。
春は、新たな出会いの季節でもあります。子育て支援センターあいっ子では、心や体がほっこりでき楽しいひと時
を過ごしていただけるように、平成 29 年度もいろんな企画を準備してお待ちしています。
４月行事予定表

日

月

火

水

木

金

※ 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、または、祖父母
が愛荘町民であることとします。
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休館日

3

4

5
あいらんど

折り紙遊び

6
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１１：３０～

9
休館日

16
休館日

23
休館日

10

17

24

折り紙を折って遊びましょう
（予約不要）

11

きらきらバースディ
９：３０～１１：３０

２月生まれのお友だちを、みんな
でお祝いしました。

う

すくすくタイム

10：00～11：00

受講者のみ

保健師・保育士がいます。
気軽に遊びに来てね。
テーマ「オムツはずれ」
（予約不要）

あいらんど 20

ぴよぴよ広場

１０：００～１１：３０
1歳児２歳児（H27.4.2以降
生まれた子で1歳の誕生月
を過ぎた子）とママで楽しく
過ごしましょう！（予約不
要）

26
あいらんど
のびのびタイム
11：20～

満１歳（Ｈ28.5月生まれ）の 身長や体重を測ります。
お誕生会をしましょう♪
1人で立てる子が対象で
（要予約）
す。

30
休館日 はっぴーメモリアル（2/21
っぴーメモリアル（2/21）
2/21）

14

１０：００～１１：００

19

１１：００～
満2,3,4歳（4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時30分までに
きてね。（未就園児対象）
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13

あいあいクラブ

18

はっぴーメモリアル

12
あいらんど

27

季節の遊び講座

１０：００～１１：３０

21

28

赤ちゃん広場

土
1
休館日
8

土曜開館日
ぷれママ教室

１０：００～11：3０
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）

15
休館日

22

土曜開館日

29
休館日

１０：００～１１：３０
『こいのぼりを作ろう！』 1歳までの赤ちゃんとママ
先着：20名 材料費：50円 で楽しく過ごしましょう
申込開始：４/１3～
身体計測もできます
（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

愛荘町子育て支援センターあいっ子
〒529529-1234 愛荘町安孫子 811811-1
TEL 3737-8058 FAX 3737-8950

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 お片付け
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。

季節の行事、ゲーム、手遊び、体遊び等を同年齢児と一緒に親子が触れ合い、交流する教室です
【受講を希望する人】 3 月 27 日（月）午前 9 時から受付開始
【対象児】 Ｈ26.4.2～
26.4.2～27.4.1 生まれ （愛荘町内在住の子どもとその保護者）
【日 程】 4 月 12 日、5 月 17 日、6 月 14 日、7 月 12 日、9 月 13 日の 5 回（毎回：水曜日）
【定 員】 先着：15
先着：15 組
場所：子育て支援センター 2 階
時間：午前 10 時～11 時
受講料：1 クール 500 円（材料費）

★1 歳までの赤ちゃんとママで楽しく過ごしましょう！
★手遊びやフリートークを通じて、ママと赤ちゃんの
友だち作りをしましょう。
★随時、助産師・保健師・保育士に相談もできるよ！
日時：4 月 28 日（金）10
日（金）10 時～11
時～11 時 30 分
場所：子育て支援センター 2 階
《予約不要です。参加をお待ちしています。》
※身体計測もできるよ！

◆□こいのぼりを作ろう□◆

【日時】４
【日時】４月２７日
２７日(木)
１０時から
１０時から１１
時から１１時半
１１時半
【場所】子育て支援センターあいっ子
【定員】２０名
【定員】２０名
【参加費】５０
【参加費】５０円
５０円
【受付開始】
受付開始】
４月１３日（
４月１３日（木）午前９時から

★子育ての悩みや疲れを解消するため、保護者同士の
交流等、親子でほっとできる場を提供することを目
的とします。
★保健師・保育士がいます。気軽に遊びに来てね。
日時：４月１４
４月１４日（金
１４日（金）１０時～１１時
日（金）１０時～１１時
場所：子育て支援センター ２階
テーマ：オムツはずれ
《予約不要》

赤ちゃん広場を卒業された、1 歳児・2 歳児
（H27.4.2 以降生まれ～1 歳の誕生月を過ぎた子）の
乳幼児とママで楽しく過ごす広場です。
親子で遊んだり（歌や折り紙、手遊びをしたり・・）
お友達を見つけたりする場です。
日頃の子育ての悩みなどを話したり、ストレスを少しで
も解消してね！
参加自由なので、気軽に参加してください。
【予約不要】
日時：4
日時：4 月 19 日（水）10
日（水）10 時～11
時～11 時３０分
場所：子育て支援センターあいっ子 2 階
(今月の歌) ♪ おはながわらった ♪
おはながわらった おはながわらった
おはながわらった おはながわらった
みんなわらった いちどにわらった

季節の遊び講座（
季節の遊び講座（2/3）

あしょうさんと一緒に、アンパンマン
あしょうさんと一緒に、アンパンマン体操や鬼の
と一緒に、アンパンマン体操や鬼のパンツの
体操や鬼のパンツの
ダンス、豆まきを
ダンス、豆まきをして、とっても楽し
、豆まきをして、とっても楽しかったよ
して、とっても楽しかったよ！
かったよ！

