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開設日 月・火・水・木曜日 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

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）

製作

製作

期日 10月2日 （火）

時間 10時～
内容 ちらしでミニバック

づくり

25組限定です。

いもん子クラブ

期日 10月18日（木）

時間 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 製作

子育てに関するお話などで

す。

みまたチルドレンサークル

期日 10月22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

★午後は、閉所になります。

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。

①10月11日（木）と10月１５日（月）の午前中は、子育て講座があるため、 閉所となります。

②10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。

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。

英語であそぼう
期日 水曜日

3日 10日 17日

24日 31日

時間 13時30分～

講師 ライト デレック先生

リプリー カラリー先生

１１月のお便りは、裏です。

おはなしかい

おはなしかい

期日 10月4日（木）

時間 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。

子育て講座

期日 10月15日 （月）

時間 10時～11時30分

その後、質問コーナー

講師 谷平 真弥先生

（整体院 リバイブ）

内容 「足育」
お子さんの足に合った靴の選

び方や健康な足に育てるための

秘訣など学ぶことができます。

事前に予約をお願いします。

センターを利用できるのは、予約

者のみになります。

託児はありません。

お子さんと一緒に参加ください。

♪親子ふれあいコンサート

期日 10月23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

英語であそぼう

英語であそぼう

英語であそぼう

入園前の話

ふわふわ布絵本
期日10月30日（火）

時間 10時45分～

内容 ボランティアグループ

「ふわふわ布絵本の会」さん

によるエプロンシアター人形

劇他です。

内容 聴く力が最も目覚ましく

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

ふわふわ布絵本

英語であそぼう

足育講座

子育て講座

期日 10月11日 （木）

時間 10時～11時

講師 役場 保育担当

内容 「入園前の話」
保育園・幼稚園・認定こども

園についての話や、入園にあ

たっての手続きの仕方などお話

していただきます。

事前に予約をお願いします。

センターを利用できるのは、予

約者のみになります。

託児はありません。

お子さんと一緒に参加ください。

体育の日

ボラン

ティア

まつり
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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。

①11月26日（月）午前中は、ウルトラマン教室のため、参加者のみの利用となります。

②11月22日（木）は、金婚式のため閉所となります。

③11月26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。

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。

開設日 月・火・水・木曜日 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

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）

いもん子クラブ
期日 11月15日（木）

時間 10時30分～

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・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 11月26日（月）

時間 13時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

★午後は、閉所になります。

おはなしかい

おはなしかい
期日 11月1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。

ウルトラマン教室

期日 11月14日 （水）

変更

期日 11月26日 （月）
時間 受付 9時45分～

開始 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

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」

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。

♪親子ふれあいコンサート

期日 11月27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。

ウルトラマン

教室
親子ヨガ

誕生会

10・11月生まれの誕生会
期日 11月6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。

ふわふわ布絵本
期日11月20日（火）

時間 10時45分～

内容 ボランティアグループ

「ふわふわ布絵本の会」さん

によるエプロンシアター人形

劇他です。

親子ヨガ
講師 本部 暢子先生

（プラーナ・ヨーガ研究会
ヨガ療法士）

期日 11月 12日（月）
時間 開始10時30分～

受け付けは、10時15分～
場所 大会議室

準備するもの バスタオル

内容 簡単なポーズ、ポイントを

紹介してヨガのエッセンスを親子

で気軽に楽しむことができます。

事前に予約をお願いします。

20組限定になります。

英語であそぼう

英語であそぼう

英語であそぼう

英語であそぼう

期日 水曜日

7日 14日 21日 28日

時間 13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 聴く力が最も目覚ましく

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

ふわふわ布絵本

英語であそぼう

金婚式

ふるさと

まつり

ふるさと

まつり

勤労感謝

の日

文化

の日

ウルトラマン

教室

変更




