8月

Nｏ１２３ 令和元年 ８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

ちゃちゃっこ広場

月～金（祝日は休）９：００～１５：３０

＊御利用は、３歳未満児(２歳１１か月まで)と
その保護者の方が対象です。

子育て支援センターは子育て中のみなさんを応援しています。お気軽にご利用ください。

いよいよ本格的な夏の到来です。暑さでイライラしがちですが、暑いからと涼しい部屋に
子

こもってばかりいないで、朝晩の涼しい時間などは、お外に散歩に出かけたり、水遊びや沐浴などで汗を
流すなどして暑い夏をのりきりましょう！子育て支援センターや、移動子育て支援センターもご利用ください。

申込み制です。みんなあつまれ！
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
お誘いあわせてお越しください。
♡お待ちしています♡

８月の行事の御案内

ちゃちゃっこベビー （8～11 か月）

ひろりんシアター １日（木） １０：００

６日（火） １０：００ 子育て支援センター榛原（さざんか内） 定員１５組
今月は、飯田はづき先生の親子体操です。赤ちゃんとお母さんで楽しい

子育て支援センター相良（い～ら内）

今月の会場は、い～らです。申し込みはいりません。
楽しいパネルシアターや歌が登場します！ぜひ、お越しください。

時間を過ごしましょう。ママもリフレッシュ！
汗拭きタオル、飲み物を持参してください。動きやすい服装で参加

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

しましょう。

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、ご利用ください。

ちゃちゃっこキッズ （１～２歳 11 か月）
７日（水） １０：００ 子育て支援センター榛原（さざんか内）

定員１５組

ブックスタート １９日（月） 受付１３：００ 子育て支援センター榛原（さざんか内）

今月は、プール遊びです。（雨天中止です）

市内の３ヶ月児対象

＊持ち物：水着または水遊び用の紙パンツ、帽子 （日よけ）、タオル、水筒等
※日焼け防止のために、シャツ等も着用します。お母さんもぬれても

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

いい服装でお願いします。
誕生会 ２７日（火） １０：００ 子育て支援センター相良（い～ら内）
ベビーマッサージ （3～7 か月）

お誕生日のお友だちをみんなでお祝いします！

２２日（木） １０：００ さざんか 2F 多目的室

定員１０組

２３日（金） １０：００ い～ら 和室

定員１０組

＊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、
申し込み用紙への記入をお願いします。（カード代１００円）

赤ちゃんもママもにこにこ笑顔になりますよ！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。

✿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

双子の会 ２９日（木） １０：００ 子育て支援センター榛原（さざんか内）
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、どうぞご参加ください。

越しいただき、申し込みをお願いします。
８月分は、７月２２日（月）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。）

移動子育て支援センター

９：３０～１１：３０

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。

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）

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。

５２－５８０８（子育て支援センター相良）までお願いします。

どなたでも参加できます。
＊水遊びをします。各所のホワイトボードの連絡事項を確認してください。

プール開放

移動子育て支援センタープール

８日 細江保育園
11：00～12：00
（１～３歳の未就園の親子）
当日は支援センター職員が同行
します。

２日 はぎまっこ広場（萩間公民館）
２０日 坂部っこ広場（坂部区民センター）
２１日 はらっこ子育て広場
（牧之原コミュニティセンター）
２２日 すくすく広場（トーク地頭方）
２６日 にっこにこ広場（勝間田会館）

＊持ち物：水着または水遊び用の紙パンツ、帽子 （日よけ）、タオル、水筒等

園庭開放

市内の保育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
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

※８月は、地頭方幼稚園の開放はお休みです。
※暑くなりますので、帽子・水筒を持っていきましょうね！
園庭開放、プール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。

※日焼け防止のために、シャツ等も着用します。
＊消毒をしっかりしましょう。指定の場所で着替えましょう。
＊保育園の大型プールは深さがあるため、安全面を考慮し２歳くらいの
お子様が適当と思われます。
＊お家の方も一緒に入水していただきますので、プールに入れる服装
（Ｔシャツ、短パンなど）で参加してください。
※雨天の場合は中止。天候が不安な場合はお問い合わせください。
お問い合わせ・・２２－０１７４（子育て支援センター榛原）

た ぬ ま おきつ ぐ

人形劇「田沼意次物語」を上演！
「田沼意次」の生誕３００年にあたり、人形劇を上演します！
田沼意次ってどんな人？何をした人？子どもさんやお母さんに
わかりやすい人形劇で、お話をします。申し込みはいりません。
みなさん、ぜひ！いらしてください。
・８/２８ (水)１０：００～子育て支援センター榛原（さざんか内）
・８/３０ (金)１０：００～子育て支援センター相良（い～ら内）

８月の予定
榛原(さざんか)

相良(い～ら)

こんな活動をしました！！
移動支援
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♥ちゃちゃっこキッズ○
2 ６/７(金)伊藤和代先生のリトミック
色々な大きさのカエルの形の楽器を鳴らしたり、お母さんと手を繋い
で音楽に合わせて歩いたり、可愛い傘を作って大喜びの子ども達でし
た♡

おやすみ

勝間田
部

地頭方
身体測定 9：30～11：00

身体測定 9：30～11：00

萩

間
♥ちゃちゃっこキッズ①６/１０(月)岡野弥生先生の親子製作あそび

山の日
振替休日

おやすみ

封筒やトイレットベーパーの芯を使って封筒ロケットを作りまし
た♪お母さんと一緒にシールをペタペタと貼ったり、お絵描きしたり
と作ることを楽しみ、最後はみんなで出来たロケットを飛ばしっこし
ました。たかーく飛んだロケットを見て大喜びでした♡

萩

間

おやすみ
ブックスタート 13:00 受付

勝間田

（H31・4 月生）

坂 部
ファミリーサポートセンター
説明会 10：00
ベビーマッサージ 10：00
ベビーマッサージ 10：00

牧之原

♥食育講座６/１９(水)
講師：中野ヤスコ先生

地頭方

食べる量や手づかみ食べに気を

萩 間

とられていて、
『楽しい食事』に
なっていませんでした。神経質
になりすぎないように心がけた

おやすみ

いです。
（感想より）

勝間田
誕生会 10：00

人形劇「田沼意次物語」１０：００

坂 部
おいしいお茶の淹
れ方や簡単ケーキ

萩 間

の作り方も教えて
もらいました

おやすみ

＜お願い・お知らせ＞
下記の行事の日は、センターの利用ができませんので御承知おきください
子育て支援センター榛原（さざんか内）
６日(火)
１９日(月)

１０：００～１１：００ ちゃちゃっこベビー
１３：００～１５：００ ブックスタート

♥ちゃちゃっこベビー
７/２(火)お話会

(おもちゃ図書館は利用できます。)
✿さざんか・い～らは、市民の皆様が利用する総合センターです。公の場でのルール
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♡
✿牧之原市の子育て情報満載「パパ✿ママ子育てだいじょうぶっく」は、
牧之原市のホームページ、
「まきはぐ総合サイト」からも見ることができます。
是非、ご覧ください。
✿子育て支援センターでは、金曜日に、おもちゃの消毒をおこなっています。

読み聞かせボランティア
“グランマ”のみなさんが
絵本の読み聞かせや絵本の
紹介などをしてくれました。
子どもたち、とてもよく見て
いました♡

