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Pick Up！Pick Up！

市 内にある子育て支援室をご紹介し

ていくコーナーです。今回はひな

た保育園やわらにある子育て支援室「ぽ

かぽか」です。

　「ぽかぽか」は、転んでも痛くないふ

かふかの床材を使い、お部屋には日の光

が入り、柔らかなぬくもりを感じる支援

室です。

　支援室に来ている親子も、園庭などで

園児との交流をして一緒に楽しむことが

できます。支援室の先生も話しやすいの

で、遊びに来た時にはお父さんやお母さ

んも気軽に話しかけてくださいね。

My子育て支援室を見つけよう　その３
問  伊奈庁舎こども課こども家庭支援室　（内線 4206）

富：はじめましての会（対象：０～５歳）
✿：フラワートーク【午前 10 時 30 分～ 11 時】
　　※要予約
★：谷原分館

富：製作「母の日」（対象：１歳児）
★：福岡分館
ル：ZOOM でクイズ「これなーんだ」
　　【午前 10 時～ 10 時 15 分】※要予約
🐼：板橋コミセン「ミニ絵本をつくろう」
　　【午前 10 時 30 分～ 11 時／午後１時 30 分～２時】

富：室内遊び（対象：０～５歳）
✿：おもちゃ病院【午前９時 30 分～ 11 時 30 分】
★：谷原分館「リズムあそび」
　　【午前 10 時 30 分～ 11 時 30 分】

✿：ポケットの日（子ども衣服リサイクル）

富：はじめましての会（対象：２・３歳児）
★：伊奈公民館
🐼：谷井田コミセン「スタンプアート」
　　【午前 10 時～ 11 時 15 分／午後１時～２時】
小：成長記録会【午前 10 時～ 11 時 30 分】
ぽ：成長記録【午前 10 時～ 11 時 30 分】

富：室内遊び（対象：０歳児・妊婦さん）
★：伊奈公民館
☀：おひさま工作 WEEK「ちょうちょづくり」
　　【午前９時～ 11 時 30 分／午後 1 時～５時 30 分】
小：プレイパーク【午前 10 時 30 分～ 11 時】
き：キッズヘアーカット　※３歳未満対象　※要予約
　　【午前 10 時 30 分～ 11 時 30 分】

昭和の日
小：乳幼児工作【午前 10 時 30 分～ 11 時 30 分】

富：はじめましての会（対象：０歳児・妊婦さん）
✿：誕生会【午前 10 時 30 分～ 11 時 30 分】
★：伊奈公民館
小：成長記録会【午前 10 時～ 11 時 30 分】
き：ハンドメイド講座　※要予約
　　【午前 10 時 20 分～ 11 時 30 分】　
ぽ：成長記録【午前 10 時～ 11 時 30 分】

富：室内遊び（対象：２・３歳児）
★：伊奈公民館
☀：おひさま工作 WEEK「ちょうちょづくり」
　　【午前９時～ 11 時 30 分／午後１時～ 5 時 30 分】
🐼：谷井田コミセン「自由開放」
　　【午前 10 時～正午／午後１時～３時】
小：すくすく広場 in 子育て支援室　
　　【午前 10 時～ 11 時 30 分】対象：生後１か月～１歳半
き：ハッピーデイズ（成長記録）【午前 10 時 30 分～正午】
　　☆野菜販売【午前 11 時 15 分～正午】

富：身体測定（対象：０～５歳）
★：谷原分館
ル：成長記録

開：小

富：身体測定（対象：０歳児・妊婦さん）
✿：作ってあそぼう「こいのぼり製作」
　　【午前 10 時 30 分～ 11 時 30 分】
★：伊奈公民館
ル：成長記録
☀：おひさま成長記録 WEEK
　　【午前９時～ 11 時 30 分／午後１時～５時 30 分】
　　おひさま deZOOM 会　※要予約
　　【午前 10 時 30 分～ 11 時】
小：お誕生日会【午前 11 時～ 11 時 30 分】

富：身体測定（対象：２・３歳児）
✿：作ってあそぼう「こいのぼり製作」
　　【午前 10 時 30 分～ 11 時 30 分】
★：伊奈公民館
ル：成長記録
☀：おひさま成長記録 WEEK
　　【午前９時～ 11 時 30 分／午後１時～５時 30 分】
🐼：谷井田コミセン「スタンプアート」
　　【午前 10 時～ 11 時 15 分／午後 1 時～２時】
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子育てイベントカレンダー（４月）

【子育て支援室の表記】
✿：子育て支援室フラワー（上小目）
★：フラワー出張支援室「キラキラ」
　　午前９時 30 分～正午 / 午後１時～３時 30 分
☀：子育て支援室おひさま
🐼：おひさま出張支援室「ぱんだ」
　　（谷井田コミュニティセンター・板橋コミュニティセンター）

き：きらくやまふれあいの丘（神生）
小：小絹児童館（小絹）
ル：認定こども園ルンビニー学園（陽光台）
富：富士見ヶ丘認定こども園（富士見ヶ丘）
ソ：子育てボランティア「ソレイユ」
◎：公立保育所 あそびのひろば（３月はお休みです）
ぽ：ひなた保育園やわら子育て支援室「ぽかぽか」

子育て支援室だより
子育て中のママ・パパたち！子育て支援室でお友達をつくりませんか？

市内各所にある「子育て支援室」では、楽しいおもちゃやアットホームな

かわいい部屋作りをして、子育て支援担当の保育士が皆さんをお待ちして

います。いろいろな催しも企画していますので、お気軽にお越しください。

月

富：室内遊び（対象：０～５歳）
★：伊奈公民館
小：公園で遊ぼう！【午前 10 時 30 分～ 11 時 30 分】

富：室内遊び（対象：１歳児）
★：福岡分館
🐼：板橋コミセン「スタンプアート」
　　【午前 10 時～ 11 時 15 分／午後１時～２時】

小：こきぬ食堂 ※要予約
【午前 11 時 30 分～
午後０時 30 分】
詳細については小絹児
童館へお問い合わせく
ださい。

富：はじめましての会（対象：０～５歳児）
✿：フラワートーク【午前 10 時 30 分～ 11 時】※要予約
★：伊奈公民館
小：成長記録会【午前 10 時～ 11 時 30 分】
ぽ：成長記録【午前 10 時～ 11 時 30 分】
図：ちょちちょちおはなし会（本館）
　　0 ～ 2 歳【午前 11 時～ 11 時 15 分】

富：はじめましての会（対象：１歳児）
★：福岡分館
🐼：板橋コミセン「スタンプアート」
　　【午前 10 時～ 11 時 15 分／午後１時～２時】
小：オンライン支援室「マジックスクリーン」
　　【午前 10 時 30 分～ 11 時】※要予約
き：おもちゃ病院【午前９時 30 分～ 11 時 30 分】

富：のびのび広場紹介【午前 10 時～ 10 時 30 分】※要予約
✿：ふたごちゃん集まれ !!【午後 2 時 30 分～４時】
★：伊奈公民館
☀：おひさま工作 WEEK「ちょうちょづくり」
　　【午前９時～ 11 時 30 分／午後１時～５時 30 分】
小：プレイパーク【午前 10 時 30 分～ 11 時】

富：室内遊び（対象：１歳児）
★：福岡分館
☀：おひさま工作 WEEK「ちょうちょづくり」
　　【午前９時～ 11 時 30 分／午後１時～５時 30 分】
🐼：板橋コミセン「自由開放」
　　【午前 10 時～正午／午後１時～３時】
小：プレイパーク【午前 10 時 30 分～ 11 時】
き：ハロー！ズームです（サイコロトーク）
　　【午前 10 時 30 分～ 11 時】※要予約
※子育て支援室は通常通り行っています。

※ 新型コロナウイルス感染症流行のため、今まで通り人数制限はありますが、

予約なしでお待ちしています。また、変更する場合もあるので、市のホームペー

ジなどをご確認ください。 

富：身体測定（対象：０～５歳児）
✿：作ってあそぼう「こいのぼり製作」
　　【午前 10 時 30 分～ 11 時 30 分】
★：伊奈公民館
ル：成長記録
☀：おひさま成長記録 WEEK
　　【午前９時～ 11 時 30 分／午後１時～５時 30 分】
小：お誕生日会【午前 11 時～ 11 時 30 分】
ソ：トイトレについて【午前 10 時 30 分～ 11 時】
　　対象…２～４歳の子を持つ保護者　※要予約

富：身体測定（対象：１歳児）
★：福岡分館
ル：英語とふれあうストロベリー　※要予約
　　【午前 10 時～ 10 時 20 分】
☀：おひさま成長記録 WEEK
　　【午前９時～ 11 時 30 分／午後１時～５時 30 分】
🐼：板橋コミセン「スタンプアート」
　　【午前 10 時～ 11 時 15 分／午後１時～２時】
小：お誕生日会【午前 11 時～ 11 時 30 分】

※赤い文字のイベントは「ZOOM」を使って開催
するオンラインイベントです。
※各支援室は、消毒のためお昼の１時間程度は閉室
しています。
※時間の記載がないイベントは支援室開室の時間内
いつでも行っています。お声かけください。

き：パパママ遊ぼうシリー
ズ！つくってこいのぼり

【午前 10 時 30 分～
11 時 30 分】※要予約

子育て支援室の情報をアプリで！子育て支援室の情報をアプリで！

C
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はじめました。

富：製作「母の日」（対象：０～５歳）
★：谷原分館「すくすく広場 in 子育て支援室」
　　対象：生後１ヵ月～１歳半
　　【午前 10 時～ 11 時 30 分】
ル：お誕生日週間

富：製作「母の日」（対象：０歳児・妊婦さん）
★：伊奈公民館
☀：誕生会【午前 11 時～ 11 時 40 分】
　　対象：４月生まれ　※要予約
小：乳幼児工作【午前 10 時 30 分～ 11 時 30 分】
き：ベビーマッサージ　※あんよまで
　　【午前 10 時 30 分～ 11 時 30 分】　　
　　※子育て支援室は通常通り行っています。
ぽ：ハッピー day ！【午前 10 時～ 11 時 30 分】
ル：お誕生日週間

富：製作「母の日」（対象：２・３歳児）
✿：リズムあそび【午前 10 時 30 分～ 11 時 30 分】
★：伊奈公民館
🐼：谷井田コミセン「ミニ絵本をつくろう」
　　【午前 10 時 30 分～ 11 時／午後１時 30 分～２時】
小：乳幼児工作【午前 10 時 30 分～ 11 時 30 分】
き：ハッピーデイズ（誕生会）【午前 10 時 30 分～正午】
　　☆お菓子販売【午前 11 時 15 分～正午】
ぽ：ハッピー day ！【午前 10 時～ 11 時 30 分】
　　ぽかぽかシアター【午後１時 30 分～２時】※要予約
ル：お誕生日週間

☀：あつまれ！おひさま
キッズ
親子で英語ふれあいあそび

【午前 11 時～ 11 時 40 分】

カレンダーに記載している開館や休みのマークは、通常の開室日、閉室日に変更がある場合のみ記載しています。
ご不明点がありましたら、各子育て支援室へお気軽にお問い合わせください。
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「そっちの三輪車
もいいなぁ」▶

◀「ママとシュー！」
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