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親子ふれあい

コンサート

おはなしかい コトノハ教室

いもん子クラブ

ウルトラマン

教室
製作

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。

○１２月１０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。

○１２月２１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。

〒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）

英語で

あそぼう

駐車場について

駐車場が混みあう場合は 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 １２月１０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。

コトノハ教室（英語）

期日 ４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。

※７組限定（要予約）

親子製作

期日 １２月７日（火）

時間 １０時～

内容 華やかじゃばらツリー

※ ７組限定（要予約）

ふわふわ布絵本

開設日

月～金曜日 ９：００～１２：００ １３：００～１５：００

英語であそぼう

期日 水曜日

時間 １３時３０分～１４時３０分

講師 ライト・デレック先生

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。

※ 7組限定（要予約）

2020

英語で

あそぼう

英語で

あそぼう

♪親子ふれあいコンサート

期日 １２月１５日（火）

時間 １０時～

場所 大会議室

内容 「小さな音楽会」さんに

よる生歌と生演奏で楽しい

時間を過ごしましょう。

※15組限定（要予約）

いもん子クラブ

期日 １２月１７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。

※７組限定（要予約）

ふわふわ布絵本

期日 １２月２２日（火）

時間 １０時３０分～

場所 大会議室

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

みまたチルドレンサークル

期日 １２月２１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

講習会 「救急法」

期日 １２月８日 （火）

時間 10時30分～11時30

分

講師 南消防署救命士
内容 乳幼児に対する心肺

蘇生法とAEDの使用法につい

て実技を交えて実施します。

お子さんと一緒にご参加くださ

い。

おはなしかい

期日 １２月３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。

※７組限定（要予約）

救急法

お休み お休みお休み

開放について

３密を避けるため,人数制限を行わせていただく場合があります。

入室制限時は、入口に貼り紙をしてお知らせいたします。

催し物について、予約制といたします。

皆さんに安心して利用していただくためにご協力よろしくお願いします。
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〒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～金曜日 ９：００～１２：００ １３：００～１５：００

おはなしかい

親子ふれあい

コンサート

誕生会

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。

〇１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

駐車場が混みあう場合は、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

期日 1月14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。

※７組限定（要予約）

12・1月生まれの誕生会

期日 1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

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

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。

※７組限定（要予約）

英語で

あそぼう

コトノハ教室

2021

英語で

あそぼう

英語で

あそぼう

ふわふわ布絵本 いもん子クラブ

みまたチルドレンサー

クル（対象者のみ）

ふれあいあそび

お休み

成人の日

コトノハ教室（英語）

期日 １５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。

※７組限定（要予約）

ふわふわ布絵本

期日 １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。

いもん子クラブ

期日 １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。

※７組限定（要予約）

ふれあい遊び

期日 1月25日（月）

講師 工藤 純代先生

日高 由起先生

時間 受付 １０時１５分～
開始 １０時３０分～

場所 大会議室
内容 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。

※１５組限定（要予約）

みまたチルドレンサークル

期日 １月２５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

♪親子ふれあいコンサート

期日 １月２６日（火）

時間 １０時～

場所 大会議室

内容 「小さな音楽会」さんによる

生歌と生演奏で楽しい時間を過

ごしましょう。

※15組限定（要予約）

開放について

３密を避けるため,人数制限を行わせていただく場合があります。

入室制限時は、入口に貼り紙をしてお知らせいたします。

催し物について、予約制といたします。

皆さんに安心して利用していただくためにご協力よろしくお願いします。


