
　

日 月 火 水 木 金 土
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休

月号

板山ふれあいセンターだより №130 2023年

休休

休

あるこう

講師：石川 重治氏・山本 修二氏
こうし いしかわ しげはる し やまもと しゅうじ し

♥
いたやま こうさく

開館時間（10/1～3/31）は

9：00～17：30です。

♥

板チョコ わくチャレ 将棋教室

２０日（月） ３：３０～４：５０
♥

しょうぎ たいかい

６日（月）～８日（水）４：００～５：００

小学生・幼児対象

Ｗｅｂサイトから

おたより配信中

休

板山万歳 健康体操

にじいろえがおサポーター

♥ ♥

小学生・幼児対象

休

春分の日

小学生対象

１３日（月）～１５（水）

２：３０～４：３０
まえとび・うしろとび・あやとび

などいろんなとびかたにチャレンジ

するよ！

こんねんど さいご しょうぎたいかい ゆうしょうめざ

しょうがくせい にち こ ようじ

きかんちゅう こ つく

※小学生は１日１個、幼児

は期間中１個作れます。

休

かみざら つく

一日ごとに記録をとります。だれがチャンピオンになる

かな。自分のなわとびがある人は持ってきてね。

※わくチャレ中は遊戯室ではあそべません。

今年度最後の将棋大会！優勝目指してがんばろう！

小学生・年長児親子対象

２９日（水）１０：３０～１１：３０

紙皿とペットボトルキャップを使って

オリジナルヨーヨーをつくるよ！

うまくまわるかな～

獣神ハンダーFOX

～半田観光ツアーへ

ようこそ～の巻

＆６年生へのサプライズ企画

申込：２月２０日（月）～

電話申込OK

※２８（火）午後３時以降行事準備

のため遊戯室ではあそべません。

日時：４月７日（金）１：３０～２：３０ 申込：３月２４日（金）より

定員：小学生３０人 電話申込OK

内容：①酢を使った実験 定員になり次第終了

②紙芝居動画 はやめに申し込んでね！

③クイズ

【ミツカン酢協力事業】

にゅうがく しんきゅう かい す

す きょうりょくじぎょう

にちじ きん もうしこみ きん

かみしばい どうが

ていいん しょうがくせい にん でんわもうしこみ

ないよう す つか じっけん

もう こ

たいかい

いちにち きろく

じぶん ひと も

ちゅう ゆうぎしつ

かみざら つか

いわ かい

じゅうしん ふぉっくす

ふぉっくすじゅうしん

はんだかんこう

まき

あんど ねんせい きかく

もうしこみ げつ

でんわもうしこみ

ていいん しだいしゅうりょう



・板山ふれあいセンターの子育て支援活動は、板山小学校区の方を優先させていただきます。

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

たのしかったよ

親子お楽しみコンサート

半田市板山町1-100-8

TEL/FAX（0569）27-7655

✉furesen7655＠yahoo.co.jp

子育て支援情報誌

にじいろえがお だより

対象：乳幼児親子

3月

自由参加の活動

7日 お別れパーティー

休

休

1歳児親子対象

2・3歳児親子対象

休 休

1日 英語でリトミック

講師：長﨑香保里氏

8日 おかいものごっこ

15日 お別れパーティー

9日 からだを動かそう

ぴぃかぶぅ

申込制の活動

妊産婦講座

育児相談・体重測定は随時行っています。

お気軽にお声がけください。

春分の日

【申込：TEL可 2/20（月）～】

13日（月）
10：30～11：30

「みんなのヨガ」

対象：乳幼児の親（お子さん連れ可

お子さんは親のそばで過ごします。）

講師：増田 さやか氏

定員：10組

おやこっこ ひよこっこ

【お知らせ】 ・3/6（月）～3/8（水）午後３時以降行事「わくチャレ」のため遊戯室ではあそべません。

・3/28（火）午後3時以降行事準備のため遊戯室ではあそべません。

・3/29（水）午前中は行事「お祝い会」のため館内ではあそべません。

下記の【お知らせ】をご覧ください

20日（月） 10：30～11：30

対象：妊婦夫婦・産婦夫婦（生後5か月くらいまでの子と親）

講師：助産師 中野 紀子氏 定員：10組

持ち物：動きやすい服装・クッション（大人各自1個）

登録制の活動

休休

令和5年度 ぴぃかぶぅ ・ おやこっこ

申込受付の詳細は特別号にて掲載しています。

【申込：TEL可 2/20（月）～】

16日 ふれあいあそびと

＜出演＞

対象：0.1歳児親子

うたって

おどって

ノリノリでした！

わたし時間

休

11：40～11：55 ♪うたのたね♪

地域の廣瀬 信江さんとわらべうたを楽しみます。

持ち物：バスタオル・ぬいぐるみ（妊婦のみ）

3月生まれの誕生会


