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半田市板山町1-100-8
TELFAX (0569)27-7655
✉
furesen7655@yahoo.co.jpあるこう5月号

◎将棋囲碁教えう
27日月 ～4:50

 

囲碁教ええ。！

板山ふれあいセンターだよりNo.85 2019年
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小学生！！
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うう

う  



OYA♡ OYA



～小学生幼児～

◎ポイン交換
28日火～30日木

ばん

板！

ポイン交換



◎え
15日(水)・21日(火) 4：20～４：40

えほん せかい

絵本世界う

★ええ

え

う

わ

そ  

う

う

健康体操卓球

～遊部屋知せ～

遊戯室使えせ

24日金午後 00～ 00
25日土午前 0～午後 00
27日月午前 0～午後4 00

※ 2 7日(月)10:00～12:00 ♪
そ   

子育ユス会開催準備
  

片付時間使え

◎ポッ(要申込)
たいせつ ひと つく

大切人ゼン作

7日火～10日金 4:20～450
 

参加費20円1日10人限定。



◎避難訓練
20日月 4 ～
  

地震火災避難訓練。


参加！

◎ンテン
3日月 4 ～

    え

夏向緑テン種苗うえう！
う 

水筒タ持！

スタッ募集！
  せ 

今年愛盛大行。

７月日金雨天決行
ううう

暴風警報発令時日月

 

盛上
う

スタッ募集！


楽う！
う

募集期間5/7火～5/17金
 う 

事務室申出
   

限定36人スタッ 会議参加 子  
 区 

太鼓せ。板山区盆踊大会
 

8/11 夏休 入 
う 

練習始。

かいぎ し

※スタッ会議知せ
5/ (月)  6/ (月)  6/17(月)
7/ 月) 7/18(木)
※ブフ: 0～5:30。
5/274:30～6:00。

 

※スタッ会議ス会議

スタッ会議

ン

テン

避難訓練

う 

う

♡
～Bear fruit～



う



無料

開設時間: 4・～9・ 9：30～12：00 13：30～16：00

板山ふあいンタ-
子育家庭

応援いす！

ベビママリフッシュ

体操っこ ん要申込
０才児親対象

10日(金)10:45～11:15

・体操教室赤

大丈夫子育大先輩い

・体操

ッシう

定員：15組：水タ
身長計す

ふフ♪要申込直接申込い
子育中親対象

27日(月) : ～2:00   
子育用品ス会

申込期間5/7(火)～5/17(金)
定員持込・人40組

人10組
子育用品限定す自嬉い
状態提供い ・難いす

ひこっこ自・参加
未就園児親子対象

・週木曜日 ～

9 …日大人ン
16 …日新聞紙あそ
23 …日音楽楽う
30日… ・生誕生日

板山こど園子育て支援室
ふあいンタ園子育支援室いす

園終わふあいンタ遊

２乳幼児専用室ム鉄棒あそ

遊戯室ック工作工作室音楽室ノ

クン！図書室あすいい遊い！

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

20日(月) ～

要申込

未就園児親子対象

17日(金) 10:00～12:00
ふあいンタ散歩出う

作出発す

今回ふ園行す

定員15組参加費10(申込時願いす
：水筒タ()
エ託児～10 ・名

広報紙CL♡ VER～子育支援案～5月
板山ふあいンタ地域子育支援拠点事業一般型行いす

★えほんのに★

16日(木)
午後

～

絵・世界

うそ！

っこッroom自・参加
未就園児親子子育中親対象

・週火曜日10:00～12:00
エ園28日す

7日・14日・21日・28 …日ン遊う
園行一緒

食子育相談時

エ赤大丈夫託児ＯＫ！子

いい遊いす

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

いいいす

赤んサン

こんっこ ん要申込
０才児親子対象

24日(金)10:30～11:00
歯科衛生士えす

初話す

定員：15組
：スタ

(体・測定す

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

11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

助産師食事指導・乳相談

助産師先輩ママパパ茶話会

♪マタニ(ママ)
(ベ)

参加費イ００

(食事指導昼食代一部)
エ個人負担500資源回収128負担

持イ水補給う飲物
持い

沐浴ベ

モ

募集！

♡～Bear fruit～

OYA♡ OYA参加者限定要申込

/ 土1015～1200

スンシッ+茶話会
(横・幸子先生)  (中・紀子助産師)
中・先生防災話

いす赤い家庭

何必要命守イ大

話す

是非参加い

託児

15人

TEL申込
OKす

TEL申込
OKす

TEL申込
OKすTEL申込

OKす

☆美ママ体操
保健ンタ主催

13日・
10:30～11:10
1才6ヵ・～2才
親子体操す

※ ♡ん子育応援ハン ック 中 る ー＆んんマタニテ ォ 隔月� � � �� �19���YA�YA�� �������� �♪ ����� 表記 っいます
正しく 毎月す 詫し訂正いします


