
 

ちゃちゃっこキッズ②  

   ２日（金） １０：００  さざんか 和室 （２～２歳１１ヶ月）  定員１５組 

   今月は、伊藤和代先生によるリトミックです。 

リズムにのって楽しく動きましょう♫ 

ちゃちゃっこベビー  

   ６日（火） １０：００  い～ら （８～１１ヶ月） 定員１５組 

   今月は、飯田はづき先生の親子ベビー体操です。赤ちゃんと一緒に 

楽しい時間を過ごしましょう！動きやすい服装でお越しください。 

ベビーマッサージ   

７日（水） １０：００  い～ら （３～７ヶ月） 定員１０組 

１３日（火） １０：００  さざんか（３～７ヶ月） 定員１０組 

   赤ちゃんもママも笑顔になりますよ！ぜひ、ご参加ください。 

   持ち物：バスタオル２枚・握れるおもちゃ・オイル代１００円 

  ＊当日、予防接種を受ける場合はできません。 

ちゃちゃっこキッズ①  

   ９日（金） １０：００  い～ら （1～1歳１１ヶ月） 定員１５組 

   今月は、木村ゆうこ先生の親子体操です。親子で触れ合いながら 

楽しく遊びましょう！ 動きやすい服装でお越しください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

身体測定  １４日（水） ９：３０～１１：００  さざんか・い～ら  

   身長・体重を測れますので、ご利用ください。 

 

ブックスタート  １５日（木） 受付１３：００  い～ら  

 絵本を介して、赤ちゃんとお母さんのかかわりを深めます。 

 ＊持ち物：母子手帳、バスタオル、参加費１００円 

 ＊市内の３ヶ月児対象ですが、生まれ月が多少前後してもかまいません。 

 

誕生会  １６日（金） １０：００  さざんか 

  １歳、２歳、３歳の誕生日のお友だちをみんなでお祝いしましょう！ 

 ＊誕生ｶｰﾄﾞ(１００円)の用意がありますので、事前に申し込み用紙への 

記入をお願いします。(都合の良い時に、手形・足形をとりに来てくださ

いね。) 

 

双子の会  ２２日（木） １０：００  い～ら 

  双子ちゃんたち、お母さんたちの交流の場です。これから双子を出産 

される方もどうぞご参加ください。  

 

ひろりんシアター   ２３日（金） １０：００  い～ら  

  楽しいパネルシアターや歌が登場しますよ！ぜひ、お越しください！ 

 

移動子育て支援センター  

５地区（勝間田会館、坂部区民センター、牧之原コミュニティセンター、 

トーク地頭方、萩間公民館）で開所しています。各地区で曜日が決まって

いますので、活動予定のカレンダーをご覧ください。 

どなたでも遊びに来ていただけます。（９：３０～１１：３０） 

 

園庭開放  市内の保育園、地頭方幼稚園で実施しています。 

（１０：００～１２：００） 

   月～金（平日は毎日）：相良保育園・地頭方幼稚園           

   火：静波・地頭方保育園    水：坂部・萩間保育園 

   木：細江・牧之原保育園    金：勝間田・あおぞら・菅山保育園           

☆先生に挨拶をし、受付簿に記入をしてから遊びましょう。 

＊園庭開放についてのお問い合わせは、 

２２－０１７４（子育て支援センター）にお願いします。   

 
＜ファミリー・サポート・センターの紹介＞          

地域で育児の援助を受けたい人（お願い会員）と援助ができる人（任

せて会員）が助け合う会員組織です。 

概ね４ヶ月から小学６年生まで利用可能です。(登録は無料)  

事前に申し込んでおけば、用事やリフレッシュしたい時などにも利用

できます。 

入会方法など詳細については、お気軽にお問い合わせ 

ください。 

ファミリー・サポート・センター ２３－００７７ 
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ちゃちゃっこ広場 

自由参加の行事です。みなさん 

お誘い合わせてお越しください。                                                 

     

申し込み制です。定員になり次第、

締め切ります。＊市内の方対象です。 

 

 

Nｏ、１０６    ２０１８年  ３月 

牧之原市地域子育て支援センター 

TEL ２２－０１７４ 

月～金（祝日は休）９：００～１５：３０ 

＊ご利用は、3 歳未満児(2 歳 11 ヶ月ま

で)とその保護者の方が対象です。 

 

✿参加申し込みについては、毎月のブックスタートの日（３月分は、

２月１４日（水）午後１時から受け付け開始となります。直接ご本

人がお越しいただき、申し込みをお願いします。（お電話ではお受

けできません。） 

子育て支援センター榛原（さざんか）、相良（い～ら）どちらでも

両会場の申し込みができます。 

お問い合わせや欠席の連絡は、 

２２－０１７４（子育て支援センター）までお願いします。 

３月 
ようこそ ちゃちゃっこ広場へ     
子育て支援センターは、子育て中の皆さんを応援しています。 

お気軽にご利用ください。 

 

３月３日は耳の日です。ちょっとした不注意が、 

中耳炎・外耳炎の原因になることもあります。 

日ごろから気をつけるようにしましょう。 

耳をつめで引っかいたり、 
強く引っぱったりしない 

耳あかがたまっていないか、
こまめにチェック 

鼻をかむときは、 
片方ずつ静かに 

耳のそばで、大きな
音や声を出さない 



  

 

                                                        

                                         

 

 

       

                          

       

日 曜 榛原(さざんか) 相良(い～ら) 
移動支援

センター 

1 木     地頭方 

2 金 ちゃちゃっこキッズ②10：00   萩 間 

3 土 
おやすみ 

4 日 

5 月                      勝間田 

6 火   ちゃちゃっこベビー 10:00 坂 部 

7 水   ベビーマッサージ 10：00 牧之原 

8 木     地頭方 

9 金   ちゃちゃっこキッズ①10：00 萩 間 

10 土 
おやすみ 

11 日 

12 月     勝間田 

13 火 ベビーマッサージ 10：00                                 坂 部 

14 水 身体測定 ９：３０～１１：００ 身体測定 ９：３０～１１：００ 牧之原 

15 木                                      
ブックスタート１３ ： ００受付     

（Ｈ２９・11生）  
地頭方 

16 金 誕生会 １０：００                         萩 間 

17 土  

家庭の日           おやすみ 18 日 

19 月 クローバーの会読み聞かせ 11：15                           勝間田 

20 火                         
ファミリー・サポート・センター      

全体説明会  １０：００ 
坂 部 

21 水 春分の日       おやすみ 

22 木   双子の会  １０：００ 地頭方 

23 金   ひろりんシアター １０:００ 萩 間 

24 土 
おやすみ 

25 日 

26 月     勝間田 

27 火                                     坂 部 

28 水     牧之原 

29 木     地頭方 

30 金     萩 間 

31 土            おやすみ 

 ＜お知らせ＆お願い＞ 

行事の都合で、お部屋のご利用ができない日時があります。 

申し訳ありませんが、ご了承ください。 

 子育て支援センター相良（い～ら） …  ６日（火） １０：００～１１：００ 

                           ９日（金） １０：００～１１：００ 

                  １５日（木） 午後 

 

✿子育て支援センターでは、毎週金曜日におもちゃの消毒をしています。 

✿さざんか・い～らは、公共の施設です。ルールやマナーを守って、みんなが楽

しく過ごせるようにしましょう！ 

✿事故やけがのないよう、お子様から目を離さないようにしましょう。 

 

 

 

 

3月の活動予定 

３月の活動予定

 

移動子育て支援センター（市内５地区）では、季節の 

催しをしています。どこの地区でも、どなたでも大歓迎！

気軽にご参加ください。 

 

 

段ボールの鬼に向かって

カラーボールで 

「鬼はー外！」 

萩間 

 「はぎまっこ広場」 

ちゃちゃっこ子育てメモ 

育児は楽しい…ことばかりではありませんね。 

つらい時助けてくれる名言を集めてみました。 

☆「認めてあげれば、子どもは自分を好きになる」 

           ドロシー・ロー・ノルト/教育学者 

☆「あなたはあなたであればいい」 

 「平和は微笑みから始まります」 

           マザー・テレサ/修道女 

☆「子どもは親の言う通りにはしないが、親のする通りには 

する」      ジョセフ・マーフｨ―/宗教家・教育家         

 

             

 

移動子育て支援

センターで「豆ま

き」をしたよ♪ 

勝間田 

「にっこにこ広場」 

仲直りした鬼と一緒に

「ハイ  パチリ！」 

お友達のおばあちゃんが 

「ももたろう」をやってくれ

ました。 

牧之原 

「はらっこ子育て広場」 

 

鬼のお面作り 

お顔をクレヨンで 

描いたり、塗った

り…楽しくできた

ね♪ 

地頭方 

「すくすく広場」 

「鬼は～そと！ 

福は～うち！」 

みんなお菓子を拾う

のに夢中です。 

坂部 

「坂部っこ広場」 


