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　子育て支援センターあいっ子の“あいらんど”は、町在住・在勤の方で０歳から就学前のお子さんとその家庭を対象
にした親子ひろばです。

子育て支援センターあいっ子　12月の予定表

毎日のイベント
11 時 40分から次の催しを行います。
　　（行事の都合で変更する場合あり）
火 曜…体操＆ちいさなおはなしかい
水 曜…体操＆絵本のじかん
木 曜…体操＆うた遊び
金 曜…体操＆親子ふれあい遊び

子育て支援センター事業の申込締切

12月14日（水）17時まで
12月20日（火）17時まで

●季節の遊び講座
●きらきらバースディ

子育て支援センター窓口または
電話（☎0749-37-8058）で受け付けます。

問 申 子育て支援センターつくしひろば
☎0749ー42ー5051

問 申 愛荘町社会福祉協議会内
　　　　☎0749ー42ー7170

12月
　「つくしひろば」は、町内に在住または在勤の方で、0歳か
ら就学前のお子さんとその保護者を対象にした親子ひろばで
す。親子で気軽に訪れ、楽しい時間を過ごしてくださいね。

12月

　「わんぱくひろば」では、福祉センター愛の郷で愛荘町に住む就学前の子どもとその保護者の方を対象に、

子どもの健やかな育ちを支援しています♪お気軽にご参加くださいね。

わんぱくひろば12月の開催日 イベント情報

子育て支援センターあいっ子
☎0749－37－8058　FAX0749－37－8950

ぴよぴよ広場

お誕生日会
助産師相談

　お誕生月のお子さんの数を把握させていただきたいので、
お誕生月の方で参加していただける場合は、愛荘町社会福祉
協議会（☎0749ー42ー7170）までご連絡ください♪

　詳細についてはホームページをご確認ください。

★８日（木）午前中…お誕生日会・助産師相談

★１５日（木）午前中…クリスマス会（※要予約）

１０月４日（火）に親子ヨガを行いました。講師の先
生の指導の下、親子で体を動かして楽しいひと時を
過ごしました。

　　　月 　　　火 　　　金 　　　土
  ２ ３ 開館日
５ てくてく一座 ６  ９ お話し会 10 お休み
　 のお話し会
12 折り紙遊び 13  16  17 開館日
19 20 23 お話し会 24 お休み
26 のびのび 27 のびのび 30 休館日 31 休館日

おやすみ

クリスマス会

つくしひろば 12月の予定

開催時間 9：00～15：00

★12月５日(月)に『てくてく一座のお話し会』を行います。
　時間　10時～10時30分　　　定員　10組
　参加費は無料で予約が必要です。つくしひろば窓口または電話で申し込んでください。
　　　申込受付：11月21日（月）9時から
　※新型コロナウイルス感染拡大の状況によっては中止する場合があります。
★毎月１回「折り紙遊び」月末の月、火に「のびのびタイム」(発育測定)をしています（予約不要）。
★第2、第４金曜日は、ボランティアグループ『月のくまさん』による絵本の読み聞かせを行って
います。いろいろな絵本や紙芝居を親子で楽しんでね。
★月・火・金曜日と第1・第3土曜日の9時30分から16時まで開館しています。
◎年内のつくしひろばの開館は12月27日（火）までです。年始は１月6日（金）から開館してい
ます。来年もたくさん遊びに来てくださいね！お待ちしています。

＊毎日11:30～体操、その後親子遊び、歌遊び等を日替わりで行っています。ぜひ遊びに来てね。

　♪12月21日（水）
　　　きらきらバースディ♪
　今月の対象は、令和４年１月生まれ
のお子さんです。お手紙が届いたら出
席か欠席の連絡をお願いします。ご参
加お待ちしています。

・新型コロナウイルス感染症予防のた
め、予約不要の事業やあいらんどの利
用人数を、15組までとさせていただ
きます。ご了承ください。
・新型コロナウイルス感染症の状況に
よっては、予定していた事業が変更と
なることがあります。詳しくは、ＨＰ
をご覧ください。

新型コロナウイルス感染症の状況によっては、
上記イベントが中止または延期になる可能性が
ございますので、ご了承ください。
最新の情報については愛荘町社会福祉協議会
のホームページをご覧ください。

ホームページは、
こちらからどうぞ

新型コロナウイルス感染症の感染予防のため、
利用を15組とさせていただきますのでご了承ください。
１２月２９日（木）から年末年始のお休みになります。
年明けは１月４日（水）から開所します！！

☆  最近のわんぱくひろばのようす ☆

☆★利用者の方へのお願い★☆

インフルエンザ等の感染症が流行る季節となりました。
・家族にインフルエンザ等の感染症患者がおられる方
・家族に学級閉鎖、学年閉鎖、園閉鎖等の対象者がおられる方
　なお、引き続き新型コロナウイルス感染症予防のため、体調
の悪い方は来館をご遠慮ください。（発熱や倦怠感、咳・鼻
水のひどい方等）

　赤ちゃん広場を卒業した1歳～2歳（R2.4.2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。
　発達に応じた環境や遊び・情報を提供し、親子の
ふれあいを通して子育ての楽しさを感じて、他の親
子とも交流しながら子育て仲間を作る機会を提供し
ます。
※毎月1回開催：親子遊びなど
※今月は14日（水）10時～11時です。
　子育て支援センターあいっ子2階
※予約不要ですので、気軽に参加してください。

日　時：12月15日（木）10時から11時
　　　　クリスマスの製作やゲームをして遊ぼう♪
場　所 : 子育て支援センターあいっ子1階
定　員 : 15組までとさせていただきます。
※1階あいらんどで行いますので、午前中は予約の
方のみ利用になります。

★1歳までの赤ちゃんとママで楽しく過ごしま
しょう！親子遊びやフリートークを通じて、ママ
と赤ちゃんの友だちづくりをしませんか？助産
師、保健師、保育士に相談もできます。ぜひご参
加ください！
日　時：12月23日（金）10時から11時
場　所：子育て支援センターあいっ子2階
持ち物：身体計測時に使用するフェイスタオル

日 月 火 水 木 金 土

【あいらんど】は平日火～金と第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。

令和５年は１月４日（水）から開館します。
遊びにきてください。

１ ２ ３
あいらんど

休館日はっぴーメモリアル
11：00～

満２・３・４歳（12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）
対象児さんは10時
30分までに来てね。
（未就園児対象）

４ ５ ６ ７ ８ ９ 10

休館日 休館日
あいらんど

あいあいクラブ
10：00～11：00
受講者のみ

折り紙遊び
11：20～

折り紙を折って遊び
ましょう(予約不要）

土曜開館日

11 12 13 14 15 16 17

休館日 休館日
あいらんど

休館日ぴよぴよ広場
10：00～11：00
１歳 児・２歳 児
（R2.4.2以降生ま
れ～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）

季節の遊び講座
10：00～11：00

『クリスマス会をし
よう！』
定員：15組（要予約）
申込開始：12/１（木）から

18 19 20 21 22 23 24

休館日 休館日
あいらんど

きらきらバースディ
９：20～10：40
満１歳（令和４年１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。

のびのびタイム
11：30～

身長や体重を測るよ！
（１人で立てる子が対象）

赤ちゃん広場
10：00～11：00

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
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休館日 休館日
あいらんど

館内
大掃除のため
午後臨時休館

休館日 休館日 休館日
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