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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　10月の予定表

毎日のイベント
11 時 20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

10月26日（水）17時まで

10月18日（火）17時まで

11月1日（火）　17時まで

●季節の遊び講座『ハロウィンを楽しもう！』

●きらきらバースディ

●すくすくタイム『親子ヨガ』

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

10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。

10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10月の開催日

・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、ホーム
ページをご覧ください。

イベント情報

ホームページは、こちらからどうぞ

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

お誕生日会
助産師相談すくすくタイムすくすくタイム 　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♪

★１３日（木）午前中…
　　　　ポーセラーツ教室（※要申込）
★１７日（月）午前・午後 … 絵本ブースイベント
★２０日（木）午前中…お誕生日会・助産師相談

★２７日（木）午前中…ハロウィンイベント（※要申込）

あいあいクラブあいあいクラブ

　７月5日（火）に講師の先生を招いて「ベビーヨガ」
を開催しました。
　赤ちゃんとママがふれあいながら体を動かして、楽
しい時間を過ごしました。
　今月は「親子ヨガ」を開催します。ぜひ参加してね。

　　　月 　　　火 　　　金 　　　土
   １ 開館日
３ ４  親子ヨガ ７ ８ お休み

 11 折り紙遊び 14 お話し会 15 開館日

17 18 21 22 お休み
24 のびのび 25 のびのび 28 お話し会 29 お休み

おやすみ
ポーセラーツ
教室

ハロウィン
イベント

絵本ブース
イベント

わんぱくひろばよりお知らせ

つくしひろば 10月の予定

開催時間 9：00～15：00

　７月１１日（月）から開催場所を川久保地域総合センターに変更していましたが、
１０月３日（月）から開催場所は【福祉センター愛の郷】に戻る予定です。
　最新の情報は、随時ホームページまたはわんぱくひろば内で周知させていただきますので、
ご確認をお願いします。

★10月4日(火)に『親子ヨガ』を行います。
　（第1部10：00～10：30　４組　　第2部10：40～11：10　4組）
　対　象：H31.4.2～R3.4.1生まれの子どもとその保護者
　参加費は100円で予約が必要です。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：９月 20日（火）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。色々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。

＊＊ハロウィンを楽しもう！＊＊

日　時　10月27日（木）10時から
場　所　子育て支援センターあいっ子
定　員　15組
☆申込開始：10/13（木）9時～　※要予約
写真コーナーやゲームコーナーがあるよ♪

日　時　11月2日（水）10時から
場　所　子育て支援センターあいっ子2階
定　員　10組
対　象　1歳以上の親子
☆申込開始：10/19（水）9時から(要予約)

★親子ヨガ★

＊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。遊びに来てね。

　♪10月19日（水）
　　　きらきらバースディ♪
　今月の対象は、令和3年11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。

ブックスタートサポータースキルアップ講座
日　時　10月12日 (水) 10時30分から12時
場　所　秦荘図書館AVホール
☆希望の方は、支援センターあいっ子にお問い合わせく
ださい。

★11月より開講する子育てサロンの受講者を募集します。
　同年齢児と一緒に、季節の行事・ゲーム・手遊び・体
遊び等を行う中で親子が触れ合い、交流する教室です。

対象児　愛荘町内在住の子どもとその保護者
　　　　　Ｈ31.4.2～R2.4.1生まれ　⇒　先着10組
開催日　11/9・12/7・1/11・2/8・3/8　
場　所　子育て支援センター“あいっ子”2階
時　間　午前10時から11時
受講料　500円（5回分）
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。
【初めて受講する人】10月14日（金）9時から受付開始
【前回受講した人】　10月19日（水）9時から受付開始

10 お休み
スポーツの日

※新型コロナウイルス感染症の感染予防のため、各イベントが
変更になる可能性もございます。また、利用を15組に制限さ
せていただいておりますので、ご了承ください。

各イベントの詳細については、決まり次第ホームページまたは
わんぱくひろば内で周知させていただきます。

日 月 火 水 木 金 土
１

休館日

２ ３ ４ ５ ６ ７ ８

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

土曜開館日

９ 10 11 12 13 14 15

休館日 休館日
(スポーツの日)

あいらんど
休館日はっぴーメモリアル

11：20～
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！

ブックスタート
サポーター

スキルアップ 講゚座
希望の方は、支援セ
ンターあいっ子に
お問い合わせくだ
さい。

折り紙遊び
11：30～

折り紙を折って遊び
ましょう（予約不要）

16 17 18 19 20 21 22

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３年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。

土曜開館日

23/30 24/31 25 26 27 28 29

休館日 休館日
あいらんど

休館日のびのびタイム
11：30～

身長・体重を測るよ！
（１人で立てる子が
対象）

ぴよぴよ広場
10：00～11：00

１歳児・２歳児（R. 
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）

季節の遊び講座
10：00～

『ハロウィンを楽し
もう』
定員:15組
申込開始:10/13(木)

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）

【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。
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