支援室だより
出張支援室「キラキラ」でリズムあそび
緑あふれる素晴らしいロケーションの谷和原公民館の谷原分館
にて、５月８日にリズムあそびを行いました。たくさんの親子
が「ラーメン体操」や「バスに乗って」などの音楽に合わせて
元気いっぱいに身体を動かしました。参加した親子は、心豊か
なひと時を過ごすことができ、親子のきずなもさらに深まりま
した。子育て支援室は市内各施設に出張に行っています。子育
てカレンダーで出張場所を確認し、いろいろな施設に遊びに行
くといった楽しみ方もお勧めです。

月
子育て支援カレンダー

７

月

３

ル：ベビー Day（0・1 歳）
【午前９時 30 分〜正午】
✿：おもちゃ病院【午前９時 30 分〜 11 時 30 分】

火
【子育て支援室の表記】

水

き：きらくやまふれあいの丘（神生）

富：富士見ヶ丘認定こども園（富士見ヶ丘）
※完全予約制

み：みらい認定こども園（筒戸）

小：小絹児童館（小絹）

✿：子育て支援室フラワー（上小目）

☀：子育て支援室おひさま（紫峰ヶ丘）

ル：認定こども園ルンビニー学園（陽光台）

★：キラキラ（出張支援室）

◎：あそびのひろば（公立保育所＋ふれあい第１保育園）

４

き：つくってあそぼう【午前 10 時 30 分〜】
ル：七夕に願いを込めて【午前 10 時〜】

５

き：キッズヘアーカット①【午前 10 時 30 分
〜 11 時 30 分】※３歳未満、１日抽選分

★：谷原分館【午前９時 30 分〜】

☀：谷井田出張支援室【午前 10 時〜】

ル：読み聞かせ【午前 11 時〜】

◎：伊奈第４保育所 ふれあい遊びを楽しもう

★：伊奈公民館【午前９時 30 分〜】

★：伊奈第１保育所【午前９時 30 分〜】

◎：ふれあい第１保育園 おはなし会に参加

富：七夕の短冊作成【午前 10 時〜】

【午前 10 時〜】
富：七夕の短冊作成【午前 10 時〜】

【午前 10 時〜】
富：七夕の短冊作成【午前 10 時〜】
✿：身体測定【午前９時 30 分〜 11 時 30 分】

10

ル：ベビー Day（0・1 歳）
【午前９時 30 分〜正午】
★：谷原分館リズム遊び【午前 10 時 30 分〜】

11

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〜】

富：おやつ作り【午前 10 時〜】

ル：読み聞かせ【午前 11 時〜】

✿：ポケットの日【午前９時 30 分〜 11 時 30 分】

☀：谷井田出張支援室【午前 10 時〜】

12

小：プレイパーク【午前 10 時 30 分〜 11 時】

18

【海の日】

ル：ママリフレッシュ「タッセル作り（予
約制）」【午前 10 時 30 分〜】５組
☀：せいさく「アイスキャンディー」【午前
10 時 30 分〜 11 時】

★：伊奈公民館【午前９時 30 分〜】

17

き：アロマ講座【午前 10 時 30 分〜予約制】

富：おやつ作り【午前 10 時〜】

★：伊奈第１保育所【午前９時 30 分〜】

小：成長記録会【午前 10 時 30 分〜 11 時】

富：おやつ作り【午前 10 時〜】

✿：作ってあそぼう【午前 10 時 45 分〜 11 時 30 分】

【午前 10 時 30 分〜】
小：親子映画会「アンパンマン」

ル：読み聞かせ【午前 11 時〜】
★：伊奈公民館（誕生会）
【午前９時 30 分〜】

19

き：みずあそび【午前 10 時 30 分〜】
ル：読み聞かせ【午前 11 時〜】

富：身体測定【午前 10 時〜】

★：伊奈第１保育所
（誕生会）
【午前９時 30 分】

✿：水あそび（０・１歳）【午前 10 時〜 11 時】

富：身体測定【午前 10 時〜】
小：誕生日会【午前 10 時 30 分〜 11 時】

24
31

ル：ベビー Day（0・1 歳）
【午前９時 30 分〜正午】
★：谷原分館リズム遊び【午前 10 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〜】

26

き：リズム遊び【午前 11 時 20 分〜】
ル：読み聞かせ【午前 11 時〜】

◎：谷和原第１保育所 ７月♪誕生会【午前 10 時〜】

ル：読み聞かせ【午前 11 時〜】

☀：発育相談【午前 10 時〜 11 時 30 分】

富：プールあそび【午前 10 時〜】

【午前 10 時〜】
☀：谷井田出張支援室（成長記録）

★：伊奈第１保育所【午前９時 30 分〜】

✿：水あそび（０・１歳）【午前 10 時〜 11 時】

富：ボールプールあそび【午前 10 時〜】

★：伊奈公民館【午前９時 30 分〜】

小：木のおもちゃであそぼう【午前９時〜】

ル：ベビー Day（0・1 歳）
【午前９時 30 分〜正午】
✿：夏まつり【午前９時 30 分〜 11 時 30 分
／午後１時〜４時】
富：プールあそび【午前 10 時〜】

29

25

富：体操教室（２・３歳）【午前 10 時〜】
み：おはなしクラブ【午前 11 時〜予約制】

－ 次 号 は 平 成 2 ９ 年 ７ 月 2 5 日（ 火 ） 配 布 開 始－

