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August
２０１８

＼８月のイベント／

＼＼高齢者福祉センター・
いしきららつどい／／

※イベントは変更になることがあります。

１４日(火)＊粘土であそぼう＊

４日(土)＊七夕祭り

🕙10：30～11：00

🕙10:00～11:00

14:15～14:45

七夕の笹飾りを作って、

粘土で感触遊びを楽しみませんか？

日

月

火

水

1

木

金

土

2

3

4

専門相談
『栄養士』
14:00～16:00

専門相談
『助産師』
14:00～16:00

高齢者福祉センタ
ー伊敷とのつどい

１８日(土)＊親子で作ろう！
手作りおもちゃ＊
🕙10:30～11：00
おもちゃ作りを楽しもう！

＼七夕祭り／

２１日(火)＊いしきらら音楽会＊

２４日(金)

🕙10:00～11：00

＊シャボン玉とばそ！＊

22 日(水)

童謡や季節の歌など

🕙10:30～11:00・14:15～14:45

＊８月生まれのお誕生会＊

親子で楽しみましょう！

シャボン玉で遊びませんか？

※ミニイベント PM のみ

5

6
講話
日本赤十字社
『子どもの応急手当』

7
身体測定
10：00～10：30

8
子育て支援講座
『クレイアート』(親)
10:00～11:00

10:00～11:00
※ミニイベント PM のみ

9

10

11

子育て支援講座
「親子体操
「 楽 しい リ ズ ム 遊 び
(双子・三つ子さん)」
(2 歳)」
10:00～11:00
10:00～11:00
専門相談
※ミニイベント PM のみ
『言語聴覚士』
10：00～12：00

🕙9:30～9:45 カード作り
10：00～11:00 会開始

子育て支援講座

大きな笹に飾りましょう。

一年に一度の素敵なお誕生日☆

お父さん・お母さんと

２８日(火)

楽しもう♪

＊わくわく作ろう～季節の飾り～＊

みんなでお祝いしましょうね！

🕙10:00～11:00
パパ・ママと一緒に作ろう！
※先着１５名 ９時より番号札を配布

12

13

14

子育て支援講座

粘土であそぼ！

「ベビーダンス」
10:00～11:00

15

10：30～11：00
14：15～14：45

16

17

18

専門相談

専門相談
『発達ステップ』
10:15～11:30

親子で作ろう！

『栄養士』

10:30～11:00

14:00～16:00

19

20
子育て支援講座

21
子育て支援講座
「いしきらら音楽会」

「赤ちゃんもみもみ」

10:00～11:00

10:00～11:00

専門相談

22
８月生まれの
お誕生会

23
講話
「作業療法士」
14:15～15:00

26

27

28
わくわく作ろう
～季節の飾り～
10:00～11:00
当日先着 15 名

24
シャボン玉とばそ！
10:30～11:00
14:15～14：45

※ミニイベント PM のみ

※ミニイベント PM のみ

29
専門相談
『発達心理士』
10:00～12：00

30

８月６日(月)

10:00～11:00

８月２３日(木) 14:15～15:00

《子どもの応急手当》

《作業療法士さんのお話し》【託児有】

定員無し

『助産師』
14:00～16:00

手作りおもちゃ！

講話のお知らせ！

31

要予約抽選 10 組 (受付 8 月 9 日～8 月 13 日)

25

＊講座名＊

＊日時＊

＊定員・受付＊

＊対象者＊

クレイアート
講師：内村章子先生

8 月 8 日(水)

身体測定

要予約抽選 10 組
受付７月２５日～７月２９日

就学前の子どもと家族
【託児有】 材料費 500 円

楽しいリズム遊び(２歳さん)
講師：中村千里先生
親子体操(双子・三つ子さん)
講師：吉留早木子先生
ベビーダンス
講師：鳥越柴づ花先生

８月９日(木)
１０：００～１１：００
８月１０日（金）
1０：００～11：００
８月１３日（月）
１０：００～１１：００
８月２０日（月）
１０：00～１１：００
８月２１日(火)
１０:００～１１:００

要予約抽選 10 組
受付７月２７日～７月３１日
要予約抽選 10 組
受付７月２６日～７月３０日
要予約抽選１０組
受付７月３０日～８月３日
要予約抽選１０組
受付８月６日～８月１０日

２歳を迎えた子どもと家族
【託児有】
就学前の多胎児と家族
【託児有】
生後３ヵ月から２歳未満の子ど
もと家族【託児有】

なし

就学前の子どもと家族

10:00～10：30

赤ちゃんもみもみ

講師：知覧美穂子先生
いしきらら音楽会
講師：大澤敏子先生

10：00～11：00

0 歳の子どもと家族【託児有】

☆メールでお申込みの際は、名前・利用証番号・電話番号の記載・公用託児の

当選者の方のみ連

希望の有無(有の方はお子様の名前・年齢まで)をお忘れなく！

絡をします。

をお忘れなく！

９月のイベント講座予定 (内容が変更になる場合もあります)
＊イベント名＊

＊日にち＊

＊時間＊

＊定員・受付＊

＊対象者＊

就学前の子どもと家族

六月灯もにぎわいました☆

子育て支援講座
わらべうた遊び(0.1 歳)

3 日(月)

10:00～11:00

要予約抽選 10 組
(受付 8 月 20 日～8 月 24 日)

シャボン玉とばそ！

4 日(火)

10:30～11:00
14:15～14:45

なし

就学前の子どもと家族

身体測定

5 日(水)
25 日(火)

10:00～10:30

なし

就学前の子どもと家族

7 日(金)

10:00～11:00

要予約抽選 10 組

就学前の子どもを持つ親

子育て支援講座
リフレッシュ体操(親)
子育て支援講座
ベビーダンス
子育て支援講座
カラー講座(親)
子育て支援講座
楽しいリズム遊び(1 歳)
講座
離乳食講座

10 日(月)

10:00～11:00

12 日(水)

10:00～11:00

13 日(木)

10:00～11:00

14 日(金)

10:00～11:00

【離乳食中期から後期】

ワッショイ！

(受付 8 月 30 日～9 月 3 日)

生後 3 か月～2 歳未満の子ど
もと家族【託児有】
就学前の子どもと家族
【託児有】
１歳を迎えた子どもと家族
【託児有】

要予約抽選 10 組
(受付 9 月 2 日～9 月 5 日)

0～1 歳の子どもを持つ親
【託児有】
就学前の子どもと家族

要予約抽選 10 組
(受付 8 月 27 日～8 月 30 日)

要予約抽選 10 組
(受付 8 月 29 日～9 月 2 日)

要予約抽選 10 組

16 日(日)

10:00～11:00

なし

子育て支援講座
「赤ちゃんもみもみ」

17 日(月)

10:00～11:00

要予約抽選 10 組
0 歳の子どもと家族
(受付 9 月 3 日～9 月 7 日） 【託児有】

粘土であそぼ！

18 日(火)

10:30～11:00
14:15～14:45

なし

講話
働きたいママ応援！
十五夜会
～親子ではっけよいのこ
った～
わくわく作ろう
～季節の飾り～

19 日(水)

10:00～誕生会

21 日(金)

10:00～11:00

24 日(月)

10:00～11:00

27 日(木)

10：00～11:00

初めて見る太鼓に興味津々！！

(受付 8 月 24 日～8 月 28 日） 【託児有】

高齢者福祉センター伊敷とのつ
どい ～敬老会～

9 月生まれの誕生会

アフリカンダンス♪

ワッショイ！

おはなしいっぱい！うれしいな！
夏ならではの絵本もありますよ～！！

よいしょ！よいしょ！

就学前の子どもと家族

当日受付
9:30～9:45 カード作り
要予約抽選 10 組
(受付 9 月 7 日～9 月 11 日)
なし

就学前の子どもと家族
就学前の子どもを持つ親
【託児有】
就学前の子どもと家族

当日先着 15 名

絵本コーナーで
探してみてね☆

いしきららの人気スポット！
みんなが一度は足を止めてくれます♡

就学前の子どもと家族

沢山の動物さんがまっていますよ～☆彡

※9 月２８日(金)は館内メンテナンスの為臨時休館となります。
いしきらら利用のお願いごと
＊

＊ ９月の専門相談のお知らせ ＊
些細なことでも
かまいません。
お話してみませんか？

悩みを抱えているお母さんは多いもの…。

育児・子育てに関する

それぞれの分野で経験豊富な専門の先生方が、お話を聞いてくださいます。

何でも相談です！

一人で悩まず、気軽にご相談くださいね。※予約制になります。
詳しくはスタッフまたは、お電話でお問い合わせください。
臨床心理士→12 日(水)
➀14:00～15:00

栄養士→5 日(水)・20 日(土)

助産師 11 日(火)・25 日(火)

➀14:00～15:00

➀14:00～15:00

発達ステップ支援→21 日(金)

②15:00～16:00

②15:00～16:00

➀10:15～11:30

発達心理士→19 日(水)

理学療法士→20 日(木)

言語聴覚士→13 日(木)

➀10:00～11:00

➀10:00～11:00

➀10:00～11:00

②11:00～12:00

②11:00～12:00

②11:00～12:00

いしきららは親子で自由に遊ぶ公共の場です。お子さんの安全・行動には保護者
の方で責任を持ち、公共のマナーを子どもたちに伝えていけるようご協力をお願
いします。
館内での携帯電話の使用、ビデオ撮影は個人情報保護のため使用に十分な配慮を
お願いいたします。

②15:00～16:00

高齢者福祉センター伊敷との共用スペースでは食事、おやつを摂ることはできま
せんのでご了承ください
駐車スペースは、高齢者福祉センター伊敷との共同利用になります。お子さんと
手をつないで移動するようにし、事故には十分に気を付けましょう。

ガ
ォ
ー
だ
い
す
き
～
♡

