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ふあい表会 パパ会ふフ��♪卒業生祝う会

◎えほ
4日(月)・8日(金)・14日(木)

4：20～４：40

半田市板山町1-100-8
TELFAX (0569)27-7655
✉ furesen7655@yahoo.co.jpあこう月号

板山ふあいセンターNo.83 2019年

◎ラッ(要申込)


1日金 4:00～5：00
いい い

定員 10名
 いう い

参加費材料一部 30円
 いう

持ンダク水筒タオ

あ小学生！！

◎業生祝う会(要申込)
27日水 10：30～11：30

  そうい

いい食べ楽いム業生
いわ

祝いう
せい せい いい 

１年生～年生定員１人。
せい 

年生参加い。

◎将棋教えう
日月 ： ～：

さ

参加

◎イン交換アインビ。
25日月～29日金

避難訓練力い。３月中行い。

来館方力願い。

行事使えい部屋あ。
見あそ来い！

OYA♡ OYA

♪フ





うう





★えほ

わ 






体操







球

球

球







健康体操

健康体操

健康体操

健康体操

あい

発表会

ラ

ッ

えほ

えほ

えほ

将棋

業生

祝う会

イン交換

３月１日(土)10:00～12:00あい発表会行い。
日頃あいンタ活動拠点サク

皆楽活動い。そ皆発表

場い。

文庫新い本入！一度冊借！

成31度 サポタ募集 い
ふあいセンタ センタ 拠点 活動い団体い あ

サク活動 センタ行事サポ い 31度会員皆様 引続更新手続 い い 録願い

子 健全育成 センタ行事 団体皆様他空い時間利用サポ い個人会員方い い

皆 子 尽力い い そうい 方一人多 録い け う 私 住地域子

健 成長 是非力添え い う 願いい

個人団体年齢性別問わ たでも入会 会費 円添え 申込 い

問い合わせ申込 板山ふあいセンタ 申込日3/1金よ随時受付しま

い へ う

開館時間変更知せ
い 

4月～月ンタ開館時間変わ。
4月1日(月)かは
午前9時30分～午後6時

ひ じ じ はん  じかん

昼12時～1時う飯食べ時間
あそ

遊べせ

うう
そうせい いわ い うう

 OYA♡ OYA
会

♡
Bear fruit

 そ

金添え
う 

申込

月

う
う 



開設時間: 月～月9： 0～12：00 1 ： 0～16：00

板山ふあいセンタ-
子育家庭

応援いす！

ベビママリフッシュ

体操っこん自由参加
才児親対象

日(金)10:45～11:15

体操教室赤

大丈夫子育大先輩い

体操

ッシュう

身長計 す

ふフ♪要申込
乳幼児親子対象

25日(月) : ～ :
写真楽手撮う！

定員 組

講師島葵先生

マン技教えいい我子

可愛撮う

ママスマ 練習 す  

ひこっこ自由参加
未就園児親子対象

週木曜日 ～

…７日サキッあそび
14 …日月生 誕生会

うう こん自由参加
28日…新聞紙あそび

板山こど園子育て支援室
ふあいセンタ園子育支援室いす

園終わふあいセンタ遊び

乳幼児専用室 イ 鉄棒 あそび   

遊戯室ック工作工作室音楽室アノ

エクン！図書室あすいぱい遊い！

ひまわ
心配あ聴いい

相談す相手いい

話す心軽す

名マスコッい子育支援専任員

声い

日(月) ～

要申込

未就園児親子対象

日(金) 10:00～12:00
ふあいセンタ散歩出

う作す

今回 い公園 行す

定員15組参加費10(材料費一部
水筒タ()持

※ TEL申込受付OK

広報紙CL♡ＶＥＲ～子育支援案～3月
板山ふあいセンタ 地域子育支援拠点事業一般型 行 いす   

★えほんのに★

20日(水)
午後

～

っこッroom自由参加
未就園児親子子育中親対象

週火曜日10:00～12:00
日・ 日・・・板山園園庭遊う

日・26日・・・ン遊う
園イ行一緒

食 子育相談 時  

※赤大丈夫託児ＯＫ！子
いぱい遊いす

資源回収

いあう

いす！

引続協力願い

す！

空ン空ン牛

乳パック

子育サン

代使わせい

す

赤んサン

こんっこん

要申込

才児親子対象

8日(金)10:30～11:00


定員15組
牛乳パック可愛い作う

(体重測定 す

※ TEL申込受付OK

紙芝居

子育支援

制作

仕掛紙

芝居出前

す！

ＯＹＡ♡ＯＹＡ要申込
妊婦夫婦経産婦夫婦対象

9日(土)  10:30～午後1:30 
沐浴体験物赤！

人形 場合あ す  

骨盤底筋体操動 すい服装   

助産師食事指乳相談

助産師先輩ママパパ茶話会

参加費 食事指 昼食代一部    
※個人負担500資源回収148負担

持水分補給う飲物持い

沐浴ベ

募集！

♡
～Bear fruit～

OYA♡ OYA参加す
参加す！

3/30 土
色パス ア+茶話会
無料す

直接申込

！

春休す！学生

う い園児 参 

加す！

こども園トイレ、

26日使えません



◎ ： ５～ ：

色パステルアト
講師石川深雪先生

色三原色パステルアト五感右脳刺

激アトセラピ

◎ ： ～ ：

助産師茶話会
講師中野紀子先生

OYA♡ OYA茶話会拡大版茶飲
気楽参加子育悩解消

ょ

♡～Bear fruit～要申込
妊婦夫婦産婦夫婦対象

30日土 ：５～：

月Bear fruit1/262/233/9OYA♡ OYA参加方限定講申
込方申込く夫婦是非参加くTEL申込OK

ぴぶ申込受付開始 (金)！
直接申込来く

OYA♡ OYA パパ会要申込
日土 ： ～午後：

今年OYA♡ OYA参加方限定講
パパ代わ参加OK
伝わ木大工指導作

是非参加くTEL申込OK
参加費５ 円材料費

持物水分



◎相談・援助…毎月回(金)   栄養士保健師何ー
クスマス会楽！

OYA♡ OYA(土) 赤沐浴助産師一緒昼食時食事指導母乳相談
行不安心配和今年度ー
毎月行妊婦手作テム選スッ！

♪マタテォ毎月撮影… ♡年回～Bear fruit～スンシッーセーパステ書組合わ
せ茶話会助産師母乳相談…随時わセンター子育支援員対応胸モモ出スッ

～３１年度の子育て支援のご案内～
地域子育支援拠点事業一般型行！

開設時間月～月9：30～12：00・13：30～16：005時間
10月～3月9：00～12：00・14：00～16：005時間

時間帯子育支援員対応時間設備完備ーム利用

◎子育親子交流場・交流促進…毎日板山園子育支援室 ーム・工作室・図書室・音楽室・遊戯室・
ン部屋そべ！… 毎週・(火) 赤連人上子遊

-ッroom- 託児

・(水) 年間登録親子友達輪広(2才児)
・(水) 1才児1年間登録制親子ク
・(木) 音楽親誕生会人声え…毎週長期休中木休中兄姉一緒来

小学生中学生ンテ参加…毎月回ベママッシ体操(金)   赤託児ママ体操
地域人生先輩方託児願

(金) 一緒作散歩出！…年回ェス(/土) 乳幼児遊べ空間楽！
OYA♡ OYAパパ会(/土)   世界パパ手作名前入…随時紙芝居手作仕掛紙芝居出張！
＊授乳コーー流台ベーベッ完備ーム子育支援室

センター開館時間内であればいつでもご利用できます。

◎子育関連情報… ♡毎月回CL VER(案内) 月毎詳細知せ
町内掲示板(案内) 届人地元掲示板見わ
CL♡ VER(参加者声) 感・・・参加感想

掲載参考来

◎講演会・講習会… ♪毎月回 側面子育ママ応援気分転換
子育用品ース会年回開催！…年回人形劇鑑賞会(2/18・19) 人形劇無料観

詳毎月発行CL♡ VER覧
パンッセンター参加待


