子育 て ひ ろば
10月 地域子育て支援センター
お子さんの健やかな
成長を願い、無料で
施設を開放して育児
支援を行っています。

みんなのひろば

☎44−5059

岩脇こどもセンター
平日 9:00〜14:00（お弁当タイム11:45〜）
6日㈮

保健師による身体計測･発育相談
10:00～11:00
※母子手帳をご持参ください。
13日㈮ 作って遊ぼう
17日㈫ カレークッキング ※要申込み
24日㈫ 子育て支援合同運動会
31日㈫ お誕生会
◇うたって遊ぼう
３日㈫、10日㈫、20日㈮、27日㈮

にこにこひろば

☎42−0720

今津こどもセンター


平日 8:30〜12:00
14:00〜15:30

5日㈭
11日㈬
12日㈭
19日㈭
24日㈫
26日㈭

身体を動かして遊ぼう
双ごっこ・園庭開放
助産師による育児相談
おはなしのポケット
子育て支援合同運動会
お誕生会

ふれあいひろば
橘こどもセンター



☎28−1725
平日 9:00〜14:00

3日㈫ おはなしだいすき
10日㈫ 防災公園へお散歩
12日㈭ おはなしたんぽぽさんによる読み
聞かせ
17日㈫ うんどうかい遊び
19日㈭ 子育て講座
24日㈫ 子育て支援合同運動会
31日㈫ お誕生会

なかよしひろば

☎21−2002

平島こどもセンター

平日 9:00〜14:00

3日㈫

10日㈫
17日㈫
24日㈫
31日㈫

助産師による子育て講座
「乳幼児の食事のすすめ方」
講師:仁木小弥香さん
（10:30～11:00）
おはなしのポケット
ミュージックケア
※要予約（参加費400円）
子育て支援合同運動会
お誕生会

病児病後児保育だより
●おはなしひろば
ゆったりと家庭的な雰囲気の中お過ごしいた
だけます。ぜひ親子で気軽にお越しください。
日時 10月21日㈯ 14:00～15:00
場所 岩城クリニック３階 保育室
内容 絵本の読み聞かせのほか、手作りお
やつの提供もあります。
問 岩城クリニック病児病後児保育専用
坂東（☎080－1998－7476）へ

25

広報 あ

な ん 2017.10

つどいの広場・
すくすくin阿南
子育て相談や子どもと保護者間の交流の場
です。ぜひお越しください。
時間 9:30～11:30
日程 11日㈬ 桑野公民館
18日㈬ 加茂谷公民館
25日㈬ 福井公民館
※ひまわり会館すこやかルームは３日㈫、
６日㈮、17日㈫、20日㈮、27日㈮
問 こども課（☎22－1593）へ

阿南ファミリー・
サポート・センター
●秋休み企画！おいしい楽しい
親子うどん作り体験研修会
粉から練って包丁で切って湯がいて！小学生
のお子さま（きょうだい可）と保護者のペア
で参加できます。未就学児は託児があります。
日時 10月６日㈮ 10:30～12:30
（現地集合）
場所 よんでんエネルギープラザ
参加費 300円～
申込方法 会員の方は電話で受け付け可能。
会員以外の方は来所してお申し
込みください。
申込締切日 10月4日㈬
●出張登録会IN健康まつり
今年も健康まつりでは遊びのコーナーにい
ます！！平日がお忙しく未入会の方はこの
機会に登録入会にお越しください。
日時 10月15日㈰ 9:30～12:00
場所 ひまわり会館 すこやかルーム
●あいあい・ファミサポフェスティバル
今年も大好評のとくしま動物園で開催しま
す！会員さんには年パスなどのお得な特典
もありますよ。くわしくは、ファミサポま
でお問い合わせください
日時 10月28日㈯ 9:30～13:00
場所 とくしま動物園
問 阿南ファミリー・サポート・センター
（☎24－5550）へ

ベビー＆キッズ集まれ♪
●ベビーマッサージ教室╳絵画教室
（アトリエミズイロ）
キッズべビマ・制作など親子で楽しむイベ
ントを開催します！おやつタイムも♪
日時 10月５日㈭ 10:00～11:30
場所 那賀川社会福祉会館２階 集会室
対象 １～３歳の親子10組
参加費 1,000円
●ベビーマッサージ教室
便秘や夜泣きに効果的です♪
日時 10月４日㈬ 10:00～11:00
場所 那賀川社会福祉会館２階 和室
対象 生後２カ月～１歳頃までの親子
参加費 1,500円 ※要予約
持参物 バスタオル1枚、赤ちゃんの飲み
物（母乳可）
問 ベビーマッサージ＆スキンケア教室 PLUS
BABY 玉置（☎090－2895－0224）へ

おひさまひろば
平日9:00～16:00
（※＝要予約）
6日㈮ 高齢者とのふれあい会※
10日㈫ 発育計測
11日㈬ ミュージックケアー(幼児)※
12日㈭ お誕生会
16日㈪ 発育計測
17日㈫ 美帆子さんと英語であそぼう
23日㈪ 親子おいもほり※
25日㈬ ミュージックケアー(乳児)※
27日㈮ おはなしコロリン
31日㈫ ハロウィンパーティー※
※行事によっては有料・申込制となります
ので、くわしくはお問い合わせください。
問 那賀川子育て家庭支援センター
（☎0885－38－1163）へ

親子の絆づくりプログラム
（BPプログラム）
“赤ちゃんがきた！”
参加者募集
初めて赤ちゃんを育てているお母さん集ま
れ～♪
日時 11月2日㈭、9日㈭、16日㈭、
30日㈭ 10:00〜12:00
（４回連続講座）
場所 ひまわり会館 生き生きルーム
対象 平成29年５月〜８月生まれ
（11月２日現在、生後２カ月〜５カ
月の第１子の子どもとお母さん）
定員 先着15組
申込締切日 10月30日㈪
参加費 無料 ※要申込
問 こども課
（☎22－1593・FAX23－4200）へ

ママと赤ちゃんの
ふれあい講座
●ファーストサインでお話しよう
まだ上手にお話ができないお子さまと気持
ちを伝え合えるのがファーストサイン♪ ファ
ーストサインを知ると授乳・離乳食のご飯の
時間が今よりもっと楽しくなりますよ♪
日時 10月13日㈮ 10:00～11:00
場所 中野島公民館
対象 ０〜２歳のお子さまとママ
材料費 1,500円 ※要予約
●子育てママの交流サロン
子育て中のママと赤ちゃん同士が仲良くな
れ、ホッとできるところです。 楽しく話
をして情報交換をしよう♪当日お越しくだ
さった方には親子写真を撮影しプレゼント
させていただきます♪
日時 10月11日㈬ 10:00～11:00
場所 中野島公民館
対象 ０〜２歳のお子さまとママ
参加費 無料 ※要予約
問 RTA指定スクール Romaly 金光
（☎24－8710）へ

