
 

 

 

身体測定  

１１日（水） ９：３０～１１：００  子育て支援センター榛原（さざんか内） 

子育て支援センター相良（い～ら内） 

身長・体重を測れますので、どなたでもご利用ください。 

 

クローバーの会読み聞かせ   

１６日（月） １１：１５ 子育て支援センター榛原（さざんか内） 

クローバーの会の皆さんが絵本の読み聞かせをしてくれます。 

今月はどんなお話かな？ 

 

ひろりんシアター  

１７日（火） １０：００～ 子育て支援センター榛原（さざんか） 

３月の会場は子育て支援センター榛原です。楽しいパネルシアターや歌が登場

します！ 

 

誕生会   

１９日（木） １０：００～ 子育て支援センター榛原（さざんか内）     

お誕生日のお友だちをみんなでお祝いします！ 

＊誕生児として参加する子は、誕生カードの用意がありますので、申し込み 

用紙へ記入をお願いします。（カード代１００円） 

 

ブックスタート  （市内の３か月児対象） 

２３日（月） 受付１３：００ 子育て支援センター相良（い～ら内）  

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 

 

双子の会   

２５日（水） １０：００～ 子育て支援センター相良（い～ら内） 

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

参加できます。 

 

移動子育て支援センター  ９：３０～１１：３０ ＊対象：未就園児とその家族 

月  勝間田会館  

火  坂部区民センター  

水  牧之原コミュニティセンター    

木   トーク地頭方 

金  萩間公民館       

 

園庭開放  市内の各園で実施しています。 １０：００～１２：００ 

月～金  相良保育園    地頭方幼稚園 

火   静波保育園    地頭方保育園      

水  坂部保育園    萩間保育園 

木   細江保育園     牧之原保育園      

金   勝間田保育園   あおぞら保育園   菅山保育園 

＊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榛原） 

にお願いします。     

 

ちゃちゃっこベビー＆キッズ① （８か月～１歳１１か月） 

４日（水） １０：００～ 子育て支援センター相良（い～ら内） 定員１５組 

今月のちゃちゃっこベビーとちゃちゃっこキッズ①は、「みんなでうたってあそ

ぼう！」を合同で一緒にやりたいと思います♫手作り楽器を作ったり、わらべ

うたや手遊びなどをしたり、みんなで楽しく歌いましょう♪ 

 

ちゃちゃっこキッズ② （２歳～２歳１１か月） 

６日（金） １０：００～ 支援センター榛原（さざんか内） 定員１０組 

今月は伊藤和代先生のリトミックです。親子でリズムにのって楽しく 

体を動かしましょう。 

  ※動きやすい服装できてね！ 

 

ベビーマッサージ （３～７か月）  

９日（月） １０：００～ い～ら和室         定員１０組 

１２日（木） １０：００～ さざんか２階多目的室  定員１０組 

  赤ちゃんもママもにこにこ笑顔になりますよ！是非ご参加ください。 

  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。 

 

✿行事の参加申し込みについては、毎月のブックスタートの日に直接御本人が
お越しいただき、申し込みをお願いします。 

３月分は、 ２月２０日（木）午後 1時から受付開始となります。 

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。（お電話ではお受けできません。） 

お問い合わせや欠席の連絡は２２－０１７４（子育て支援センター榛原） 

５２－５８０８（子育て支援センター相良）までお願いします。 

 

  

 

  

  

 

           

 

3月の行事のご案内 
 ウエルカムベビー （親子絆づくり事業） 

７日（土）１０：００～１２：００（９：４５集合）  

子育て支援センター榛原（さざんか内）   

※ 対象者の方には個別に通知を送付しています。 

       同じくらいの子どもを持つお父さんとお母さん！みんなで遊んだり、 

トークをしたりして楽しみましょう！   

≪内容≫★飯田はづき先生の「親子ふれあい遊び」   

★パパとママのコミュニケーションのとり方について 

★「赤ちゃんの発達」について 
 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ちゃちゃっこ広場 
 陽の光が明るさを増し、春の訪れを感じるこの頃です。 

外の景色も色鮮やかになり、心も体もウキウキする季節です。外に出て気持ちのいい陽や風をたくさん浴

びることができると良いですね！支援センターにも出掛けていただき、一緒に楽しく遊びましょう♪ 

 

 

N0.130  令和 2年 3月 

牧之原市子育て支援センター榛原 22-0174 

牧之原市子育て支援センター相良 52-5808 

月～金（祝日は休）9：00～15：30 

＊ご利用は0歳～2歳11か月までの未就園児と

その保護者の方が対象です。 

 

申し込み制ですが、定員になり次第 

締め切ります＊市内の方が対象です。 

 

 

自由参加です。どなたでもお誘

いあわせてお出掛けください。 

 

 

※どの地区にもご来場

いただけます。季節の行

事なども行っています。 

 

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。 

 

♦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 

 

♦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 

ないか、こまめに 

チェック 

 

✿アンケートにご協力ください✿ 

子育て支援センター来所者を対象に、より充実したセンターになるよう 

アンケート調査を実施します。 

◎期間 2月 18日から 3月 13日まで 



✿1/21（火） ちゃちゃっこキッズ① お話会 

                        

                        

                        

３月の活動予定        こんな活動をしました         

   

                    

 

  

 

  

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 曜 榛原（さざんか） 相良（い～ら） 
移動支援

センター 

1 日 おやすみ 

2 月   勝間田 

3 火   坂 部 

4 水  
ちゃちゃっこベビー＆キッズ① 

10：00 
牧之原 

5 木   地頭方 

6 金 
ちゃちゃっこキッズ② 

10：00 
 萩 間 

7 土 ウエルカムベビー 10:00  

8 日 おやすみ 

9 月  ベビーマッサージ 10：00 勝間田 

10 火   坂 部 

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

12 木 ベビーマッサージ 10:00  地頭方 

13 金   萩 間 

14 土 
おやすみ 

15 日 

16 月 
クローバーの会読み聞かせ 

11：15 
 勝間田 

17 火 ひろりんシアター 10：00  坂 部 

18 水   牧之原 

19 木 誕生会 10:00  地頭方 

20 金 祝 春分の日 

21 土 
おやすみ 

22 日 

23 月  
ブックスタート（R1．11月生まれ） 

受付 13：00 
勝間田 

24 火 
ファミリーサポートセンター

説明会 10:00 
 坂 部 

25 水  双子の会 牧之原 

26 木   地頭方 

27 金   萩 間 

28 土 
               おやすみ 

29 日 

30 月   勝間田 

31 火   坂 部 

   おねがい  
 

行事のため、お部屋の利用が出来ない日が 

ありますので御承知ください。 

 

  子育て支援センター相良（い～ら） 

  ４日（水） １０：００～１１：００ ちゃちゃっこベビー＆キッズ① 

 ２３日（月） １３：００～１５：３０ ブックスタート 

 

    子育て支援センター榛原（さざんか） 

    ６日（金） １０：００～１１：００ ちゃちゃっこキッズ② 

 

 ＊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。 

  ＊来所の際とお帰りの際は必ず消毒をお願いします。 

   子育て支援センターでは、金曜日におもちゃの消毒をしています。 

✿1/23（木） ちゃちゃっこキッズ② 製作遊び 

岡野先生の製作遊びで、2WAYマラカスを作りまし

た！「目はどこに貼る？」などとおしゃべりをしながら

シールを貼ったり、マジックでお絵描きしたり…親子

で楽しく作りました。 

講師の先生が感心する程アイディアのある可愛い

物が出来ましたよ♥その後、みんなで音楽に合わ

せて手作りのマラカスを鳴らして遊びました。 

✿2/6（木） 「ひろりんシアター」inすくすく広場 

移動支援センター（トーク地頭方）にて「ひろりん

シアター」が行われました。「3 匹のやぎのがらが

らどん」のペープサートや工夫がいっぱいのパネ

ルシアター、懐かしくてかっこいい「月光仮面」の

体操など楽しい出し物で会場は笑顔いっぱいに

…♫ 子どもたちが最後まで真剣に参加できた

のには驚き、感心しました。 

 

 

 

✿移動子育て支援センター各所で豆まき会をやりました！ 

♪おにはそと～ ふくはうち～♪ ２/３は節分の日でしたね。 

移動子育て支援センター各所（勝間田・坂部・牧之原・地頭方・萩間）で、 

「まめまき会」が行われました。鬼になった職員にボールをぶつけたり、  

鬼のお面作りや「赤鬼と青鬼のタンゴ」の体操を踊ったりして楽しみました。 

鬼退治の後は、福の神様からおかしをもらったり、おかしまきを楽しんだり 

した所もありました。 

 

 

 

【親子読書会】のボランティアの皆さんが

大型絵本やわらべうた、手遊び等をやっ

てくれました。お話が始まると興味を持っ

て見たり、親子で折り紙遊びを楽しんだり

しました。 

榛原図書館の松浦さんが図書館か

らおすすめの絵本も見させてもらい

ました。参加してくれたお友達も絵

本のページをめくったり、お家の人

に読んでもらったりと絵本に触れる

時間を楽しみました。 

七夕・ハロウィン・クリスマス会

など行事もあります。どなたでも

参加できますので、ぜひ遊びに

来てくださいね！ 

３月は、さざんかで開催します！皆さん、 

ぜひ！お越しください！「バナナくん体操」も

やるよ！！！ 

 


