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親子ふれあい

コンサート

いもん子クラブ製作 コトノハ教室

催し物について

○先生の都合により、予定が変わることがあるのでご了承ください。

〇悪天候や感染症などで閉所になるときには三股町社会福祉協議会公式サイトでもお知らせしています。

○４月２３日（木）午前はウルトラマン教室のためセンターを利用できるのは参加者のみとなります。

〇４月２７日（月）午前は、マザーズコーチングのためセンターを利用できるのは参加者のみとなります。

○４月２７日（月）午後からは、みまたチルドレンサークルの活動のため、閉所となります。

みまたチルドレンサークルの方でなくても 赤ちゃんとお母さんでしたらどなたでも参加できます。

開設日

月～金曜日 ９：００～１２：００ １３：００～１５：００

〒８８９－１９０１

北諸県郡三股町大字樺山３３８４番地２

三股町総合福祉センター「元気の杜」内

☎ ０９８６－５２－８１０１

みまたチルドレンサー

クル（対象者のみ）

いもん子クラブ

期日 ４月１６日（木）

時間 １０時３０分～

内容 育児サークル「いも

ん子クラブ」さんによる手遊

び・絵本の読み聞かせ・製

作・子育てに関する話など

です。

みまたチルドレンサークル

期日 ４月２７日（月）

時間 １３時３０分～

準備物 バスタオル

育児の話・ベビーマッサージ

など行います。

赤ちゃんとお母さんが対象

５月のお便りは裏です。

♪親子ふれあいコンサート

期日 ４月２１日（火）

時間 １０時～

場所 大会議室

内容 小さな音楽会による

生歌と生演奏で楽しい時間

を過ごしましょう。

英語であそぼう

期日 ４月２２日（水）

時間 １３時３０分～１４時３０分

講師 ライト・デレック先生

リプリー・カラリー先生

内容 聞く力が目覚ましく発達

する幼児期に本来使われている

自然な英会話を耳にする機会を

提供します。英語で楽しい時間

を過ごしましょう。

駐車場について

総合福祉センターには、いろいろな団体の方が来られ駐車場が混みあうことがあります。 文化会館

西側の駐車場をご利用ください。※北側ガレージ（公用車専用）には、駐車をご遠慮ください。

ウルトラマン教室

期日 ４月２３日（木）

時間 １０時～１１時３０分

講師 ひかり園の先生

場所 大会議室

子育て支援センター

準備物 飲み物

内容 「小さな集団遊び」と

ひかり園の先生を交えて、

お母さんの座談会をします。

子育ての悩み、発達の不安が

あれば気軽に話してみません

か。

※予約は不要です。センターを

利用できるのは参加者のみとな

ります。

2020

ウルトラマン

教室

コトノハ教室（英語）

期日 １７日（金）

時間 １０時３０分～

講師 こだま あや先生

内容 子育てですぐに使え

る英会話をゲームや歌で

体を動かしながら楽しく学

んでみませんか。

英語で

あそぼう

親子製作

期日 ４月１４日（火）

時間 １０時～

内容ぺたぺた足形こいのぼり

（１０組まで）

昭和の日

ふわふわ布絵本
マザーズ

コーチング

ふわふわ布絵本

期日 ４月２８日（火）

時間 １０時３０分～

内容 ボランティアグループ「ふ

わふわ布絵本の会」さんによる

布絵本の読み聞かせ手遊び・エ

プロンシアターなどです。

※開始時間が早くなりました。

子育て講座

期日 ４月２７日（月）

時間 9時30分～11時30分

講師 濱砂 星見 先生

場所 子育て支援センター

内容 「マザーズコーチング

スクール」
子育て支援センターを利用してく

ださっていたママが講師です。子

どもの自己肯定感を高めるため

の子どもへの関わり方を学びま

せんか。

託児はありません。

お子さんと一緒に参加ください。

※要予約です。 ８組限定

【会員募集】

子育てお茶の会サークル

お茶の会サークルでは

会員を募集しています。

興味のある方は ぜひ

職員にお声かけ下さい。
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親子ふれあい

コンサート

コトノハ教室

誕生会

いもん子クラブふわふわ布絵本

開設日

月～金曜日 ９：００～１２：００ １３：００～１５：００

〒８８９－１９０１

北諸県郡三股町大字樺山３３８４番地２

三股町総合福祉センター「元気の杜」内

☎ ０９８６－５２－８１０１

みまたチルドレンサー

クル（対象者のみ）

いもん子クラブ

期日 ５月２１日（木）

時間 １０時３０分～

内容 育児サークル「いもん

子クラブ」さんによる手遊

び・絵本の読み聞かせ・製

作・子育てに関する話など

です。

みまたチルドレンサークル

期日 ５月２５日（月）

時間 １３時３０分～

準備 バスタオル

育児の話・ベビーマッサージ

など行います。

赤ちゃんとお母さんが対象

です。

催し物について
〇先生の都合により、予定が変わることがあるのでご了承ください。

〇悪天候や感染症などで閉所になるときには三股町社会福祉協議会公式サイトでもお知らせしています。

〇５月１８日（月）午前は音楽リズムのためセンターを利用できるのは参加者のみとなります。

〇５月２５日（月）午後は みまたチルドレンサークルのためセンターは閉所します。

みまたチルドレンサークルは 赤ちゃんとお母さんでしたらどなたでも参加できます。

駐車場について

総合福祉センターには、いろいろな団体の方が来られ駐車場が混みあうことがあります。文化会館西側の駐車

場をご利用ください。※北側ガレージ（公用車専用）には、駐車をご遠慮ください。

おはなしかい

おはなしかい

期日 ５月７日（木）

時間 １０時３０分～

内容 読み聞かせボランティ

アグループ「おおきな木」さ

んが手遊びやおはなしをし

ます。

♪親子ふれあいコンサート

期日 ５月２６日（火）

時間 １０時～

場所 大会議室

内容 小さな音楽会による

生歌と生演奏で楽しい時間

を過ごしましょう。

４・５月生まれの誕生会

期日 ５月１２日（火）

時間 １０時～

内容 支援センターを利用し

ているお友達の誕生祝をし

ます。

※誕生者は予約をお願いし

ます。

英語で

あそぼう

英語であそぼう

期日 毎週水曜日

時間 １３時３０分～１４時３０分

講師 ライト・デレック先生

リプリー・カラリー先生

内容 聴く力が目覚ましく発

達する幼児期に本来使われ

ている自然な英会話を耳に

する機会を提供します。英語

で楽しい時間を過ごしましょ

う。

2020

コトノハ教室（英語）

期日 １５日、２９日（金）

時間 １０時３０分～

講師 こだま あや先生

内容 子育てですぐに使え

る英会話を ゲームや歌で

体を動かしながら楽しく学

んでみませんか。

英語で

あそぼう
ふわふわ布絵本

期日 ５月１９日（火）

時間 １０時３０分～

内容 ボランティアグループ

「ふわふわ布絵本の会」さん

による布絵本の読み聞かせ

手遊び・エプロンシアターな

どです。

憲法

記念

日

英語で

あそぼう

音楽リズム

音楽リズム

期日 ５月１８日（月）
講師 中村 順子 先生

（音楽療法士）
時間 開始 １０時３０分
場所 大会議室

内容 音楽を通して、お母さ
んと子どもが一緒に遊ぶ楽し
さを味わいましょう

※参加者は予約をお願いしま

す

コトノハ教室

みどりの日 こどもの日 振替休日


