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平成３０年 しまだしこどもかん

５月号 こどもかんだより

うきうき☆こどもデー

開催日程開催日程開催日程開催日程 ：：：： ５月６日（日）５月６日（日）５月６日（日）５月６日（日） １０：３０～１５：３０１０：３０～１５：３０１０：３０～１５：３０１０：３０～１５：３０

場場場場 所所所所 ：：：： こども館多目的室・活動室こども館多目的室・活動室こども館多目的室・活動室こども館多目的室・活動室

無料

共催 しまだ中央母親クラブ

１．１２：００～

２．１４：３０～

場所：活動室

各先着２０名

対象：年少児以上

一緒にバルーンアートを作ろう！
輪投げ

ミニ

いらいら棒

スマートボール

「うきうき☆体験ランド」の各コーナーでスタンプをもらおう！

スタンプを３つ集めたお友達はこども館オリジナルガチャが引けるよ!

（先着１００名） ※バルーンアート体験ではスタンプはありません。

プレイルームプレイルームプレイルームプレイルーム

開催日程： ６月１日～６月２４日 各時間１回

対象： 小学生以上

今年度最初のタイムトライアルを行います！新１年生の

お友達もぜひ挑戦してください！皆さんの参加待ってます！

島田市こども館で、マタニティー講座を行います。

プレママのみなさま！ぜひご参加ください。

講座ごとの申し込みとなります、申し込み時に参加講座を

ご確認の上お申し込み下さい。

①「妊娠中の過ごし方」「妊娠中の過ごし方」「妊娠中の過ごし方」「妊娠中の過ごし方」

講師 ： 山内いづみ保健師（参加費無料）

日時 ： ５月 ９日（水） １０：００～１１：３０ 定員２０名

②「お母さんの食育について」「お母さんの食育について」「お母さんの食育について」「お母さんの食育について」

講師 ： 塩澤春美管理栄養士（参加費無料）

日時 ： ５月１６日（水） １０：００～１１：３０ 定員２０名

「マタニティーヨガ」「マタニティーヨガ」「マタニティーヨガ」「マタニティーヨガ」

講師：飯田はづき氏 受講料５００円 各定員２０名

日時： 第１回 ５月２２日（火） 第２回 ６月 １日（金）

１０：００～１１：３０ ※ ご家族の方の参加も可

ハロー赤ちゃん講座ハロー赤ちゃん講座ハロー赤ちゃん講座ハロー赤ちゃん講座

受託会員になるには、６月から開催する受託会員

養成講座を受講していただきます。

受講前に必ずお問い合わせください。

研修日程 講座 講師

① ６月 ７日（木） （安全） 救命講習普及員

② ６月１４日（木） （健康） 保健師

③ ６月２２日（金） （生活） 島田市立第三保育園 園長

④ ６月２６日（火） （心理） 島田市子ども発達

支援センター「ふわり」職員

⑤ ７月 ５日（木） （食育） 管理栄養士 塩澤春美氏

※ ① 時間 ９：００～１２：００ 場所：島田市消防署 会議室

②～⑤ 時間１０：００～１２：００ 場所：こども館多目的室

島田市ファミリーサポートセンター

３５－１８５１３５－１８５１３５－１８５１３５－１８５１ までご連絡ください。

＜会員募集＞

委託会員委託会員委託会員委託会員・・・子どもさん（０歳から小学６年生まで）の

サポートをご希望の方。

・保育施設、放課後児童クラブへの送迎

・習い事の送迎

・用事（通院・リフレッシュ）の間の預かり など

利用料金…１時間 ６００円～７００円

（受託会員への報酬となります）

受託会員受託会員受託会員受託会員・・・子どもさんを自宅で預かったり、送迎の

お手伝いを行っていただく方。

随時募集中です。

島田市

ファミリーサポートセンター

入会希望の方は必要なものがありますので、入会希望の方は必要なものがありますので、入会希望の方は必要なものがありますので、入会希望の方は必要なものがありますので、

必ず事前にお問い合わせください。必ず事前にお問い合わせください。必ず事前にお問い合わせください。必ず事前にお問い合わせください。〈〈〈〈 〉〉〉〉〈〈〈〈 〉〉〉〉

裏面の行事の申し込みは ４月 ２６日（木）１０：００より受付いたします

申し込み お問い合わせ ： 島田市こども館活動室 ０５４７ー３５ー００６３

受付時間 ： １０：００～１７：００



日 曜日

1 火

2 水

3 木 憲法記念日

　 4 金 みどりの日

　 5 土 こどもの日

6 日 うきうき☆こどもデー　　　

7 月 休館日

8 火 親子体操　　　　　　　　　　　　　　 ※２

ハロー赤ちゃん講座（保健師） ※３

あそびのひろば

10 木

11 金 おはなしでてこい

12 土 手作りワーク ※１

13 日

14 月 休館日

15 火 幼児クラブ ※２

16 水 ハロー赤ちゃん講座（栄養・食育） ※３

17 木 ベビーマッサージ　 ※３

18 金 ふれあいタイム

19 土

20 日

21 月 休館日

22 火 ハロー赤ちゃん講座（ヨガ） ※３

23 水 すくすくタイム

24 木

25 金

26 土

27 日

28 月 休館日

29 火

30 水

31 木

行事予定

9 水

５月

※※※※ １１１１ 島田市内小学生のみ申し込み可能島田市内小学生のみ申し込み可能島田市内小学生のみ申し込み可能島田市内小学生のみ申し込み可能

※※※※ ２２２２ 会員のみ参加可能会員のみ参加可能会員のみ参加可能会員のみ参加可能

※※※※ ３３３３ 要申し込み要申し込み要申し込み要申し込み

１０：００～１１：３０

１０：３０～１１：００

１０：３０～１１：３０

１０：００～１１：３０

１０：３０～１１：３０

１０：３０～１１：３０

１０：００～１１：３０

１５：００～１６：３０

１３：３０～１５：００

こども館行事予定

１０：３０～１１：３０

１０：３０～１１：３０

１０：３０～１５：３０

３０年度「児童福祉週間」の標語

手作りワーク

母の日プレゼント「シューズキーパー作り」

日時 ５月１２日（土）１３：３０～１５：００

場所 こども館 多目的室

対象 島田市内小学２年生以上

材料費 ３０円

申し込み ２４名

持ち物 ハンカチ（製作用４０ハンカチ（製作用４０ハンカチ（製作用４０ハンカチ（製作用４０××××４０バンダナも可）４０バンダナも可）４０バンダナも可）４０バンダナも可）

飲み物・プレゼント用袋

うきうき☆こどもデーうきうき☆こどもデーうきうき☆こどもデーうきうき☆こどもデー

日時 ５月６日（日） １０：３０～１５：３０

場所 こども館 多目的室・活動室

※詳しくはおもてをみてください！

ベビーマッサージ

日時 ５月 １７日（木）１０：３０～１１：３０

場所 こども館 多目的室

対象 ３～９ヵ月の親子

持ち物 バスタオル・飲み物

定員 １５組

講師 杉本亜由美先生

※兄・姉の託児はありません

ベビーマッサージをしながら、子育てを楽しみましょう！

あと一歩 力になるよ その思い

伊藤 里空乃さん 8歳 千葉県

しまだ中央母親クラブしまだ中央母親クラブしまだ中央母親クラブしまだ中央母親クラブ

５月 ６日（日） うきうき☆こどもデーに協力

５月 ９日（水） あそびのひろばに協力

５月２９日（火） 総会＆６月の定例会＆親睦会

り く の


