支援室だより
子育て支援室フラワーで「ポケットの日」を開催
子育て支援室フラワーで７月 10 日、「ポケットの日」が開催
されました。「ポケットの日」とは、子ども服のリサイクルを
行う日です。お子さんの着られなくなった服を譲ったり、譲ら
れたりと、ほしい服が無料でもらえるイベントです。
２歳のお子さんと一緒に服を選んでいたお母さんは「子どもの
成長はあっという間なので、
このイベントはとても助かります。
身体にピッタリなサイズのものをもらっていくつもりです。
」
と笑顔で話してくれました。みなさんも「ポケットの日」に出
かけてみてはいかがでしょうか。

月
子育て支援カレンダー

９

月

４

✿：やわらか抱っこ＆ママの骨盤調整【午
前 10 時 30 分〜 11 時 30 分】

火
き：きらくやまふれあいの丘（神生）
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）

５

★：伊奈公民館【午前９時 30 分〜】
富：おやつ作り【午前 10 時〜】

図：図書館

６

☀：谷井田出張支援室【午前 10 時〜】

★：谷原分館【午前９時 30 分〜】

富：おやつ作りと育児相談会【10 時〜】
50 分】

30 分〜正午（10 組、要予約】

ル：ベビー Day（０歳・１歳）【午前９時

★：伊奈第１保育所【午前９時 30 分〜】
☀：おはなし会【午前 10 時 30 分〜 10 時

ル：ママリフレッシュ〜ヨガ〜【午前 10 時

富：おやつ作り【午前 10 時〜】

ル：読み聞かせ【午前 11 時〜】

◎：伊奈第４保育所「運動会ごっこをしよう」

30 分〜正午】

★：谷原分館（リズムあそび）【午前 10 時

富：富士見ヶ丘認定こども園（富士見ヶ丘）
※完全予約制（月・木：0 歳〜 5 歳、火：2 歳
〜 3 歳、水：0 歳・妊婦、金：1 歳）

【子育て支援室の表記】

おもちゃ病院【午前９時 30 分〜 11 時 30 分】

11

水

【午前 10 時〜 11 時】

12

30 分〜】

き：ハッピーデイズ（成長記録）【午前 10 時 30
分〜正午】、お菓子販売【午前 11 時 15 分〜】

13

ル：読み聞かせ【午前 11 時〜】

富：敬老の日製作【午前 10 時〜】

★：伊奈第１保育所【午前９時 30 分〜】
富：敬老の日製作【午前 10 時〜】
ル：読み聞かせ【午前 11 時〜】

☀：谷井田出張支援室【午前 10 時〜】

ル：ベビー Day（０・１歳）【午前９時

✿：誕生会【午前 10 時 30 分〜 11 時 30 分】

30 分〜正午】

★：伊奈公民館【午前９時 30 分〜】
富：敬老の日製作【午前 10 時〜】
小：成長記録会【午前 10 時 30 分〜 11 時】

18

19

✿：保健師・栄養士さんへ相談【午前 10 時〜
11 時 30 分】

20

★：伊奈公民館（誕生会）【午前９時 30 分〜】

富：身体測定【午前 10 時〜】
☀：成長記録【午前 10 時〜午後３時】

富：身体測定【午前 10 時〜】

小：誕生日会【午前 10 時 30 分〜 11 時】

【午前 10 時 30 分〜】
小：親子映画会「アンパンマン」

敬老の日

★：伊奈第１保育所（誕生会）【午前９時 30 分〜】

ル：英語教室「ストロベリー」【午前 10 時〜※予約制】

ル：読み聞かせ【午前 11 時〜】

き：英会話ぷち【午前 10 時 30 分〜 11 時 30 分※予約制】
◎ふれあい第１保育園：９月♪誕生会【午前 10 時〜 11 時】

25

★：谷原分館「リズムあそび」【午前 10 時
30 分〜】
富：身体測定【午前 10 時〜】
【午前９時 30 分〜正午】
ル：ベビー Day（0・1 歳）

26

☀：谷井田出張支援室「誕生カードづくり」
【午前 10 時〜】

✿：作ってあそぼう【午前 10 時 45 分〜
11 時 30 分】

★：伊奈公民館【午前９時 30 分〜】

き：リズム遊び【午前 11 時 20 分〜正午】

き：ハッピーデイズ（誕生会）【午前 10 時 30 分

★：伊奈第１保育所【午前９時 30 分〜】

〜正午】野菜販売【午前 11 時 15 分〜】
ル：パネルシアター【午前 10 時〜】

33

27

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

富：室内遊び【午前 10 時〜】
ル：読み聞かせ【午前 11 時〜】

