2018 年 子育て支援センターだより

読書週間に、親子の絵本タイムをつくってみませんか？ほんの短い時間でも、一緒に絵本を見ることで、子どものつぶやきが聞こえて
きたり・・・親子のふれあいが増すと同時に、子どもたちが「本を読むって楽しいな！」と感じる良い機会ではないでしょうか。
10 月は、あいっ子 9 周年イベントを開催します。今年も楽しいイベントを企画してお待ちしています。お友達を誘い合って遊びに来て
くださいね。

１０月の行事予定表
日

月
1

火
2

プチらんど

折り紙遊び

１０：００～１１：００

１１：３０～

水
3

木
4

金
5

土
6

あいらんど

民生委員さんと遊ぼう！
（予約不要）
場所：川久保地域
総合センター

7

8

休館日
折り紙を折って遊びましょう
（予約不要）

9

１５：００～
ブックスタートサポー
タースキルアップ講座

10

11

12

13

あいらんど
土曜開館日（午後閉館）

ぷれママ教室

休館日

休館日
(体育の日）

14

15

10：00～11：30
（秦荘保健センター）
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）
午後のあいらんどは、「あいっ
子わいわいフェ スタ」の前日
準備のため閉館となります。
ご協力お願いします。

16

17

18

19

20

あいらんど
あいっ子わいわいフェスタ

ぴよぴよ広場

のびのびタイム

１０：００～１２：００

１０：００～１１：３０

１１：２０～

１歳児・2歳児（Ｈ28.4.2以
降に生まれた子で1歳の
誕生月を迎えた子）とママ
で楽しく過ごしましょう。
（予約不要）

休館日 あいっ 子 ９ 周 年 イベン ト
※予約は不要です。
但し、プレゼントは
先着100名です。

21

22

23

休館日
身長・体重を測るよ！
（１人で立てる子が対象）

24

25

26

27

あいらんど

休館日

28

29

30

季節の遊び講座

はっぴーメモリアル

赤ちゃん広場

１０：００～１２：００

１１：００～

１０：００～１１：３０

あしょ う さん と一 緒 に、
ハロウィンを楽しもう！
リズム遊びやゲームなど
をしよう！（予約不要）

満2,3,4歳（10月生まれ）
のお友達をみんなでお祝
いしましょう♪
（未就園児対象）（予約不
要）誕生児さんは、10時30
分までに来てね！

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）

土曜開館日

31

あいらんど
きらきらバースディ
９：３０～１１：３０

休館日

◆親子あそびの内容◆
㊊ 体操＆ちいさなおはなし会
㊋ 体操＆親子ふれあいあそび
㊌ 体操＆絵本のじかん
㊍ 体操＆うたあそび
㊎ 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
〒529-1234
愛荘町安孫子 811-1
TEL37-8058 FAX 37-8950

満１歳（Ｈ29.11月生まれ）
のお誕生会をしましょう♪
（要予約）出席か欠席のご
連絡をお願いします。

【あいらんど】は平日と
第２･４土曜日の10時から
16時 30分まで開いています。
都合の良い時間に遊びに
きてください。
お待ちしています。

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

８月折り紙遊び（すいか・トマト・ナスを折ったよ！）

１０月 今月の歌
おおがたバスにのってます
きっぷをじゅんにわたしてね
おとなりへ ハイ！
おとなりへ ハイ！
おとなりへ ハイ！
おとなりへ ハイ！
おわりのひとは ポケットに

♪あいっ子がオープンして９年が経ちました。
みんなであいっ子９周年のお祝いをしましょう♪
日時：平成 30 年 10 月 15 日（月）
午前 10：00～12：00
内容：音楽あそび♪親子で音楽を楽しもう！
（本多先生・加藤先生）
（プレゼントは先着 100 名）
※たくさんのお友だち遊びに来てね！（予約不要）
※当日は混雑が予想されるため、ランチコーナーの利用
は中止します。ご了承ください。

はっぴーメモリアル
８月生まれ（2。3 歳）のお友達お誕生日おめでとう！

）

季節の遊び講座
（水遊びおもちゃを作って遊ぼう）

季節の行事、ゲーム、手遊び、体遊び等を年齢児別に親子が
触れ合い、交流する教室です
【初めて受講する人】10 月 11 日（木）9 時から受付開始
【前回受講した人】 10 月 18 日（木）9 時から受付開始
対象児と日程： 愛荘町内在住の子どもとその保護者
【あいあいクラブコース】

あしょうさんと一緒に
ハロウィンを楽しもう！
日時：１０月２４日（水）１０時～１２時
場所：あいっ子 1 階
内容： あしょうさんと一緒にゲームをしたり、
歌を歌ったりして遊びましょう！
すてきなコスチュームに変身できるよ！
（予約不要）

Ｈ27.4..2～Ｈ28..4.1 生まれ・・・先着：15 組
（11/14、12/12、1/9、2/13、3/6 の５回）

場所：子育て支援センター あいっ子 2 階
受講料：1 クール 500 円（材料費）
申込： 子育て支援センター窓口または
電話で申し込んでください

日 時：10 月 3 日（水）15：00～
場 所：子育て支援センター 2 階
♡季節の行事、ゲーム、手遊び、体遊び等を年齢児別に親子が触れ
内 容：
「絵本の選び方」について
講
師：愛荘町図書館
合い、交流する教室です♡ 茶谷館長
対象者：ブックサポーターの方、絵本に興味のある方、
【初めて受講する人】10
月１６日（水）9 時から受付開始
ボランティアを始めたい方・・・
どなたでも参加していただけます。
【前回受講した人】10 月２３日（水）9 時から受付開
始

※予約不要《気軽に参加ください》

対象児と日程： 愛荘町内在住の子どもとその保護者

