
10月の予定こっこひろば
2022年

こっこひろば
就学前までの乳幼児とその保護者が一緒に
遊びに来ることができるスペースです
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今月のわらべうた (遊び方はスタッフに聞いてね）
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ランチルームにつきましては、新型コロナウィルス感染症拡大
予防のため、当面使用できません。ご協力をお願いします。

☆１組につき１日１回の予約になります。
☆2週間前から予約できます 。
☆電話の予約受付はAM10：00からです。
☆予約は、すくすくセンターへ直接、またはお電話で。
☆利用人数を超える場合は、入館をお断りします。
☆来館予定者の名前・住所・電話番号をお聞きします。

来館の際のお願い
・大人の方は、マスクを必ず着用してください。
・玄関入り口で来館者全員の検温・健康チェックを行います。
・風邪の症状があった場合は、入館できません。
・感染症による休園・休校中（兄弟含む）、感染症などで
療養中のご家族がいる場合につきましても、お控えください。
・入館後、速やかに手洗いをお願いします。
・徒歩・自転車、公共交通機関を利用してください。
・センター前や隣のコミュニティセンターには駐車はできません。
・庄所運動広場駐車場（１時間１００円）を利用ください。
※天候不良日と第2火曜日は閉鎖しています。

一時預かり保育
現在は新型コウィルス感染症対策
として、時間を短縮しています。
預かり時間 10:00～16：00

講座・出前ひろばなどの詳細は裏面です‼
講座やイベントの開催が変更になることがあります。
当センターへお問い合わせいただくか、ホームページをご覧ください。
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❶10:00～11:30(20組程度）
❷13:00～16:30(20組程度）
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第３火曜日 ( 18 日) 城西町たんぽぽ公園

第3金曜日 (  21 日) 城内公民館

第４火曜日 ( 25 日) 庄所公園

第４金曜日 (  28 日) 氷室第一公園

出前ひろば
＆公園ひろば

第1火曜日 ( 4 日) 津之江北町公園

第1金曜日 （ 7 日） 愛光認定こども園

第２火曜日 （ 11 日） 牧田町あさがお公園

第2水曜日 （ 12 日） 大冠北第1コミュニティセンター

工作【ガラガラ】
10月15日（土）

10：00～11：30
ペットボトルでガラガラを作ろう。

グランドあそび
10月22日（土）

10：00～11：30
広いグランドで遊びましょう。槻の木高校の吹奏楽部
のみなさんがオープニング演奏をしてくれるよ。

こどもの食育講座
10月26日（水）

10：00～11：30
栄養士と離乳食や幼児食の話をしませんか。

開催時間：AM10：30～11：30

《 運営管理団体 》 社会福祉法人 照治福祉会
事業内で写真の撮影及び掲載をすることがあります。都合の悪い方はお知らせください。ご協力よろしくお願いいたします。

予約受付は２週間前から
電話か直接
すくすくセンターまで。
※ 『BPプログラム』 のみ
9月6日(火）～申込受付開始

予約受付は２週間前からです。電話か直接すくすくセンターまで。
公園ひろばは予約不要です。

BPプログラム
（申込者のみ１０組）
生後2～5か月の第1子とそのママ

10/6・10/13・10/20・10/27(毎週木曜日）
13：30～15：30 (連続4回)
※庄所コミュニティーセンターにて開催。ひろばは通常通り開室。

ママ同士の交流・親子の絆を深め
て子育て仲間づくりの時間です。

10月の催し

毎月のスケジュールや
お知らせを配信しています。
LINE【こっこひろば】で、
すくすくセンターとつながりませんか？

【すくすくこっこひろば】で
検索してみてください

インスタグラムですくすくセンターの
様子を配信しています

ダイレクトメッセージで問い合わせ可能
【ホームスタートたかつき】
で検索しみてください

（家庭訪問型子育て支援）ホームスタート

身体測定
第1月曜日
ひろば開室時間内

身長・体重を測ることができます。

誕生会
第2月曜日 (今月は第3月曜日）
ひろば開室時間内

誕生日のお友達はスタッフに声をかけて
くださいね。 記念撮影もできますよ。

パパっ子CLUB 
毎週土曜日
ひろば開設時間内

パパも遊びに来てくださいね。

絵本を楽しもう
(ファミリータイム)

第2土曜日
11：00～11：30

ボランティアさんが家族で楽しめる絵本を紹介し、
読み聞かせしてくれます。

巡回発達相談
第1水曜日

10:00～11：30
ひろばで遊びながら発達の相談ができます。

マタニティー家族相談
第１土曜日

10:00～11：30
助産師さんに新しい家族が増える事についての
相談ができます。第1子のマタニティーさんも大歓迎。

ふたごちゃんタイム
第1土曜日

13：00～16：30
ふたごちゃんたち、あつまれ～♪
多胎児さん、妊娠中の家族も大歓迎。

ベビー
CLUB
（13：00
～

16：30）

(身体測定）
第1木曜日

13：00～16：30
身長・体重を測ることができます。

(赤ちゃん相談)
第2木曜日

13:00～14：30
助産師さんに相談できます。

(授乳相談)
第3木曜日

13：00～14：30
助産師さんに相談できます。

(ベビー
わらべうた)

第4木曜日
13：30～14：00

スタッフとわらべうたや、絵本を楽しみましょう。

絵本の時間
第2・第4金曜日

11:15～11：30
ボランティアさんが絵本の読み聞かせをしてくれます。

うたとえほん
第２火曜日

11：15～11：30
ボランティアさんが手あそびやうた、
絵本の読み聞かせをしてくれます。

絵本とわらべうた
第２・第４木曜日

11：15～11：30
ボランティアさんがわらべうたと
絵本の読み聞かせをしてくれます。

おりがみの日
第３水曜日

10:00～11：30
スタッフといっしょに季節のおりがみを折ります。

★印は対象家族のみの来館になります。
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