
日 月 火 水 木 金 土

1

2 3AM 4AM 5 6AM 7AMのみ 8

 PM  PM  PM

9 10AM 11AM 12 13AM 14AMのみ 15

 PM  PM  PM

16 17AM 18AM 19 20AM 21AMのみ 22

 PM  PM  PM

23 24AM 25AM 26 27AM 28AMのみ 29

30  PM　  PM  PM

開設日

月・火・木曜日 ９：００～１２：００ １３：００～１５：００

金曜日 ９：００～１２：００

〒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

いもん子クラブ

親子ふれあい

コンサート

みまたチルドレンサー

クル（対象者のみ）

ふわふわ布絵本

ふれあいあそび

製作 おはなしかい

おはなしかい

期日 4月13日 10：30～
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。

製作

期日 4月11日 10時～

内容 こいのぼりづくりを

します。

ふわふわ布絵本

期日 4月18日 11時～
内容 ボランティアグループ

「ふわふわ布絵本の会」さん

によるエプロンシアター人形

いもん子クラブ

期日 4月20日 10：30～
内容 育児サークル「いもん

子クラブ」による手遊び 絵本

の読み聞かせ

親子ふれあいコンサート

期日 4月25日 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

みまたチルドレンサークル

期日 4月24日（月）

時間 １３：３０分～

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※4月より、開放時間が変更になりました。月・火・木の午後1時から3時も開放しております。

どうぞ、遊びに来てください。お待ちしております。

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。

4月24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参加できます。

昭和の日

ライト先生と

遊ぼう

マネープラン

子育てマネープラン

期日 4月21日10：30～
講師 井川壮士朗先生

（ファイナンシャルプライナー）

教育費・学資保険・社会制度

ライフプランニング.かしこい貯

金などの話です。★子どもさ

んと一緒に受講できます。

ライト先生と遊ぼう

期日 4月13日

時間 13時30分～

期日 4月17日

時間 10時30分～
アメリカ出身三股在住の

ライト先生と楽しい英語の

時間を過ごしましょう。

ふれあいあそび

講師 工藤 純代先生

日高 由起先生

期日 ４月 ２７日（木）

時間 受付１０：１５～

開始１０：３０～

場所 大会議室

親子でリズム体操など遊びを通し

て楽しく触れ合うほか、絵本の読み

聞かせ、パネルシアターもあります。

ライト先生と

遊ぼう



日 月 火 水 木 金 土

1AM 2AM 3 4 5 6

　PM 　PM

7 8AM 9AM 10 11AM 12AMのみ 13

  PM  PM 　 PM

14 15AM 16AM 17 18AM 19AMのみ 20

   PM  　PM  　PM

21 22AM 23AM 24 25AM 26AMのみ 27

   PM 　 PM  　PM

28 29AM 30AM 31

 PM　  PM  

ライト先生と

遊ぼう

〒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

開設日
月・火・木曜日 ９：００～１２：００ １３：００～１５：００

金曜日 ９：００～１２：００

いもん子クラブ

親子ふれあい

コンサート

ふわふわ布絵本

おはなしかい

憲法記念日 みどりの日

おはなしかい
期日 5月11日 10：30～

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。

ふわふわ布絵本

期日 5月30日 11時～
内容 ボランティアグループ

「ふわふわ布絵本の会」さん

によるエプロンシアター人形

劇他です。

いもん子クラブ

期日 5月18日 10：30

～
内容 育児サークル「い

もん子クラブ」による手遊

び 絵本の読み聞かせ

♪親子ふれあいコンサート

期日 5月23日 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。

救急法

誕生会

みまたチルドレンサーク

ル

期日 5月22日（月）

時間 １３：３０分～

育児の話・ベビーマッ

サージ

みまたチルドレンサー

クル（対象者のみ）

※4月より、開放時間が変更になりました。月・火・木の午後1時から3時も開放しております。

どうぞ、遊びに来てください。お待ちしております。

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。

5月22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参加できます。

救急法

期日 5月12日（金）

時間 10:30～
講師 消防署救命士

内容 乳幼児に対する

心肺蘇生法とAEDの使い

方など行います。

4・5月生まれの誕生会

期日 5月16日（火）

時間 10：00～
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。

ライト先生と遊ぼう
期日 5月11日

5月25日

時間 13時30分～

期日 5月15日

5月29日

時間 10時30分～

アメリカ出身 三股在住の

ライト先生と楽しい英語の

時間を過ごしましょう。

ライト先生と

遊ぼう

ライト先生と

遊ぼう

ライト先生と

遊ぼう


