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3日（月）　午後3：00～5：30
②              　こども茶会

7日（金）　10:00～11：00
              ころりんだっこちゃん
7日（金）　午後3：00～5：30
              　お礼お茶会準備
29日（土）　11:00～午後1：00

♡              　OYA OYA

 3日（月）　　午前中
　　　　　　   ふれママコットン
                               クラブ

※　　　　　　　　 自由来館者
　　　　　　　　　　　　　利用可能

センターでの行事 サークル（大人）等利用

全
館

12日（水）～13日（木）
　午後4：00～5：00
             ドラちゃんポケット

8日（土）　午前中
              お礼お茶会のため
14日（金）　9：00～午後5：30
               大掃除のため
17日（月）　午前中
              大掃除のため

※よつば文庫の本の返却の際はお気をつけください

和
室

毎週（水）　11:00～11：30
               ぴぃかぶぅ
3日（月）　午後3：00～5：30

②               こども茶会
7日（金）　午後3：00～5：30
               お礼お茶会準備
29日（土）　10:30～午後1：30

♡               OYA OYA

3日（月）　　午前中
　　　　　　　ふれママ
                    コットンクラブ
22日（土）　午後3:00～4:30
　　　　　　　 板山万歳保存会
27日（木）　10:00～12:00
　　　　　　　 うたのたね

遊
戯
室

毎週（水）　10:30～11：00
               おやこっこ
7日（金）　午後3：00～5：30
              お礼お茶会準備

♪10日（月）　午前中　　 ふれフレ
17日（月）　午後3：30～5：30
               人形劇鑑賞準備
18日（火）　9：00～午後5：30
               人形劇鑑賞
19日（水）　午前中
               人形劇鑑賞
21日（金）　10：45～12：00
              体操だっこちゃん

毎週（火）　　午前中
　　　　　　　　卓球の会

毎週（金）　9:00～10:45
　　　　　　  わくわく板山
                          健康体操
17日（月）　午前中
　　　　　　　 サポーター自主活動

◎ ドラちゃんポケット （ 要申込）
12日（水）・13日(木) 4:20～4：50

「 チョコづく り」

バレンタインのかわいいチョコをつく ります
ていいん さ ん か ひ ざいり ょ う ひ

定員 １日 １０人 参加費（ 材料費として） 30円
もう こ ていいん し だい

申し込み 1/20（ 月） ～ ※定員になり次第しめきります
しよう

※コーンフレーク、アーモンドスライスを使用します

ドラちゃんポケット

半田市板山町1-100-8

TEL・ FAX (0569)27-7655

✉ furesen7655@yahoo.co.jpあるこう 2月号

◎ 「 将棋」 「 囲碁」 を教えてもらおう
10日（月） 3：30～4:50

はい いご しょうぎたいかい む

3月のふれせん杯囲碁・ 将棋大会に向けて
せんせい おし

先生に教えていただきましょう！

板山ふれあいセンターだより No. 93 2020年

卓球

あつまれ小学生！！

健康体操おやこっこ ひよこっこ

よもぎっこ

ぐりぐら
♪ふれフレ

ころりん

だっこちゃん

体操

だっこちゃん

囲碁・ 将棋

し ょ う ぎ いご おし

よもぎっこ

OYA♡ OYA
おやこっこ

ポイント交換

◎ えほんのくに
4日(火)・ 20日(木) 4:20～４ :40

えほん せかい

絵本の世界でまったりしよう

大掃除

えほんのくに

ぴぃかぶう

ぴぃかぶう

健康体操

お礼お茶

会

健康体操ひよこっこ

ぴぃかぶう

②こども茶会

おやこっこ

ひまわり

こ う かん

◎ ポイント交換 25日（火）～28日（金）
ば ん

「 プラ板」 がつくれます
じ む し つ い

事務室に言いにきてね！

ひよこっこ

ようもうしこみ

あそ へや し

～遊べないお部屋のお知らせ～

★ えほんのくに

サポーター

講座
人形劇鑑賞

卓球
健康体操

えほんのくに

ひよこっこ

②こども茶会

3日（月） 3：50～4：50
ちゃかい も う こ ひと かいめ れんし ゅ う び

こども茶会を申し込んだ人の２回目の練習日です
かいめ おな し ろ し た も

１回目と同じように「 白いくつ下」 を持ってきてください
ほんばん れい ちゃかい たの かい む

２月8日（ 土） の本番「 お礼お茶会とお楽しみ会」 に向けて
さほう おし

お作法をしっかり教えていただきましょう！

14日（ 金） に大掃除を行います。

前後に準備、片付けの作業のため遊べないお部屋や時間がありますの

でお願いします。

☆ 大掃除はよもぎっこサポーター共催行事になっています。
会員の方のご協力をお願いします。

よもぎっこサポーター手芸講座

デコパージュ（ よもぎっこサポーター主催）

石けんやビン・ 小物入れなどに専用のペーパーから

好きな柄を切り取り専用ののりで飾りつけます。

石けんはセンターで用意しますが、ビン・ 小物入れなど

飾りたいものがあれば、また貼り付けたいペーパーや布が

あればもってきてください。

・ 日時： 2月17日（ 月） 10： 00～

・ 参加費： 50円（ よもぎっこサポーター会員は無料です）

・ 定員： 24名（ 定員になり次第締め切ります）

1月27日（ 月） から申込開始 ※託児はありません

大掃除

前日(13日・ 木)午後1:00～5:30

後日(17日・ 月)午後1:00～5:30

=寄付をいただきました= 板山未申会様より
「 人生ゲーム」 、「 バスケットボール」 などの児童用玩具と乳幼児

用玩具の「 おえかきボード」 他、外用ベンチ等をいただきました。

大切に使わせていただきます。ありがとうございました。

2月

大掃除

前日(13日・ 木)午後1:00～5:30

後日(17日・ 月)午後1:00～5:30



♡「ＯＹＡ ＯＹＡ」（ 要申込）
妊産婦・ 夫婦 対象

29日(土)  10:30～午後1:30 
・ 沐浴体験は本物の赤ちゃんで！

（ お人形になる場合もあります）

・ 骨盤底筋の体操（ 動きやすい服装で）

・ 助産師さんからの食事指導・ 母乳相談

・ 助産師さん、先輩ママ、パパとの茶話会

♪・ かんたん マタニティフォト (プレママさん)

・ おひるねアート (ベビー)

参加費… ５００円
(食事指導のため昼食代個人負担分として)

※個人負担500円・ 資源回収から148円負担
持ちもの… 水分補給ができるようお飲み物を

お持ちください

開設時間: 10月～3月 9： 00～12： 00 14： 00～16： 00

申し込みの受付開始は1月20日からになります

★ ★えほんのくに

26日(水)  

午後２：２０～２：４０

お母さんのおひざでどうぞ

赤ちゃんサロン

ころりん だっこちゃん（ 要申込）
０才児親子対象

7日(金) 10:30～11:00

「 離乳食の試食体験」
栄養士さんに教えていただきましょう

定 員 15組 もちもの 水分・ タオル

(体重測定もします）

板山ふれあいセンタ-は

子育て家庭を

応援しています！

ベビママ リフレッシュ

体操 だっこちゃん（ 要申込）
０才児親対象

２1日(金) 10:45～11:15

お母さんのための体操教室。赤ちゃんが

大丈夫なら子育ての大先輩にみていただ

きながらお母さんはゆったり体操でリフ

レッシュしましょう

定員： 15組 もちもの： 水分・ タオル

（ 身長も計れます）

♪ふれフレ （ 要申込）

子育て中の親対象

10日(月) 10:00～11:30

「 素敵なアルバムづく り」
講 師 澤田 恵 先生

定 員 16人

参加費 300円（ 個人負担分）

持ち物 写真（ ５枚・ パノラマもOK）

託 児 できます

先生に教えていただいて可愛いアルバム

を作りましょう

ひまわり
心配なことがあって聴いてほしい・ ・ ・ 相談する相手がいな

い・ ・ ・ 「 話す」 だけでも心が軽くなります。名札にマスコット

のついた「 子育て支援専任員」 に声をかけてください。

3日(月) 9：00～１２：００

ぐりぐら（ 要申込）
未就園児親子対象

14日(金) 10:00～12:00

おにぎりを作ってみんなでお散歩に出かけましょう。

今回は 公民館・ 竹炭・ なちゅ へ行きます。

定員15組 参加費１組10円(申込み時にお願いします）

持ち物水筒・ ぬれタオル(おしぼり) ・ 帽子・ 汗ふきタオル

※託児 下の子（ 2ヶ月～10ヶ月まで） ４名まで

広報紙CL♡ VER～子育て支援のご案内～2月
板山ふれあいセンターは地域子育て支援拠点事業（ 一般型） を行っています。

よもぎっこーホッとroomー（ 自由参加）
未就園児親子 子育て中の親対象

毎週火曜日 10:00～12:00

4日… 板山こども園の園庭で遊ぼう
25日… げんきっこランドで遊ぼう

・ こども園のトイレに行ったり、みんなと一緒に

おやつを食べたり。子育て相談（ 随時） も。

※下の赤ちゃんが大丈夫なら託児ＯＫ！上の子と
いっぱい遊んでほしいです

資源回収

いつもありがとう

ございます！

引き続きご協力お

願いします！

（ 空カン・ 空ビ

ン・ 牛乳パック）

子育てサロンのお

やつ代に使わせて

いただいています

紙芝居
子育て支援よもぎっこ

制作の仕掛けつき紙芝

居は出前もします！

TEL申込も

OKです

TEL申込も

OKです

年１回の行事のお知らせ

・OYA♡ OYAパパの会（ OYA♡ OYA参加者限定）
3/21 (土)  10 :00～午後1:00

「 つみき作り」

板山こども園子育て支援室
ふれあいセンターはこども園の子育て

支援室になっています。こども園が終

わったらふれあいセンターに遊びにき

てね。

２階の乳幼児専用室「 プレイルーム」

や鉄棒、ボールあそびができる遊戯室、

ブロックや工作は工作室、音楽室には

ピアノやエレクトーンも！図書室もあ

ります。いっぱい遊んでいってね！

ひよこっこ（ 自由参加）
未就園児親子対象

毎週木曜日 １０：３０～１１：００

6日… サーキットあそび
13日… 音楽を楽しもう
20日… ひなかざりづく り
27日… 2月生まれの誕生会

TEL申込も

OKです

♡おや おや～Bear fruit～

1/25・ 2/29・ 3/14のOYA♡ OYA参
加者限定（ 要申込）

3/28（土) 10:15～12:00

パステリア書+茶話会

に ご参加くださいね！

沐浴ベビー

モデル

さん募集！

※見本があ
りますので

見ていただ

いて直接の

申込でお願

いします



令和２年度 ぴぃかぶぅ 会員募集
お誕生日がきて２才になる子とその保護者

（ Ｈ30 .4 .2生～Ｈ30 .9 .30生まれ）

ぴぃかぶぅは板山ふれあいセンター独自の半年間登録制 幼児親子クラブです。

１才児としての必要な身体機能を遊びを通して促し、高めていきます。お母さん同士の交流や子育ての情

報交換の場にもなりますのでどうぞご参加ください。おやこっこ同様、登録費や参加費など費用はかかり

ません。

♡ 活動日・ ・ ・ 毎週水曜日 11： 00～11： 30

♡ 活動期間・ ・ ・ ４月～９月
♡ 活動場所・ ・ ・ 板山ふれあいセンター・ 和室
♡ 内 容・ ・ ・ おやこっこ同様（ １才児バージョン）

長期休みもおやこっこ同様

♡ 定員・ ・ ・ 1２組（ 定員になり次第しめきらせていただきます）
申込み受付 ３月３日（火）～ 板山ふれあいセンターまで直接お越しく ださい。

お問い合わせ 板山ふれあいセンター

人形劇鑑賞
２月18日（火）・19日（水） １０：１５～１１：００

「 人形劇団グレープ」 さんによる

人形劇を上演します。

対象 乳幼児親子

開場 １０： ００ 開演 １０： １５

豊かな感性を育む機会です。お気軽にご参加ください。

※当日参加OKです。申し込みをしておく と当日入場がスムーズです。お電話での申し込
みも受け付けます。

無料です

１０： １0までに来てね！

※途中入場できません※

令和２年度 おやこっこ 会員募集
お誕生日がきて３才になる子とその保護者

（ Ｈ2９ .4 .2生～Ｈ３０ .4 .１生まれ）

おやこっこは年間登録制 幼児親子クラブです。

親子でいろいろな遊びを楽しみます。お母さん同士の交流や子育ての情報交換の場にもなりますので、み

なさんどうぞご参加ください。

登録費や参加費など費用はかかりません

♡ 活動日・ ・ ・ 毎週水曜日 10： 30～１１： ００

♡ 内 容・ ・ ・ 体操・ 手遊び・ 季節の工作・ よみきかせなど・ ・ ・

※小中学校の長期休み（ 春休み・ 夏休み・ 冬休み）
の間はおやこっこは原則お休みになります。

※隣接する 板山こども園との交流活動もあります。

申込み受付 ３月３日（火）～ 随時受付します。板山ふれあいセンターまで直接お越しください。

お問い合わせ 板山ふれあいセンター

３０組募集

H30.10.1生～H31.4 .1

生まれの子！

10/7～募集開始

活動は11月～3月です


