2022 年

おひさまひろば
日

月

火

水

木

１

金

２

３

６

７

４

☀ＳｕｎＳｕｎ
タイム
11:00～11:15

☀ＳｕｎＳｕｎ
タイム
11:00～11:15

５

土

８

９

父の日の
プレゼント作り
ティッシュケース
カバー

１０

１１

☀ＳｕｎＳｕｎ よういちお兄さんと
タイム 遊ぼう！
11:00～11:15 11:00～11:45
※要予約

キットがなくなり次第終了

1０:00～16:00

１２

休 館日

１３

１４

１５

にこにこ
子育てサークル
子育て講座
「すまいる」
11:00～11:30 10:30～11:30
※随時募集中

１６

１７

１８

ママとベビーの
出張
｢あそびのひろば」エクササイズ
10:30～11:15 ＊ママトキファースト
10:30～11:00
氏家公民館
※要予約
１F 幼児室

オンライン
栄養講座／相談
10:30～11:３0
※要予約

現地集合現地解散

１９

休館日

２６

２０

２１

２２

「motto」
☀ＳｕｎＳｕｎ
～できた！を
タイム
増やす親子教室～
11:00～11:15
10:３0～11：30
※要予約

２７

２３

２４

おはなしなーに？
「アリスの会」
11:00～11:15

２８

２９

ママたちの
おしゃべりタイム
11:00～11:30
※要予約

３０

子育てサークル
☀ＳｕｎＳｕｎ 電車大集合！
「すまいる」
「プラレールで
タイム
10:30～11:30
あそぼう」
11:00～11:15
＊2 歳～6 歳の幼児
10:30～11:30 ※随時募集中
トランポリンで
あそぼう！
11:00～11:30

２５

さくママクラブ
「ロゼット作り」
10：00～11：45
※要予約

１０：３０～

お誕生カードプレゼント
お誕生カードを用意しています。
お誕生日を迎えた方は受付に
お声かけください。
誕生月が過ぎてもお渡しできます。

Ｓun Ｓun タイム
11：00～11：15
『サンサン体操』や手遊びを
してお子さまと一緒に楽しみ
ましょう♪

子育て相談
随時、受け付けています。
お子さんの事や、ご夫婦、
自分自身のことなど何でも
お話しできます。
お気軽にご相談ください。

※イベントの詳細は裏面をご覧ください。
※ご予約はご本人のみとさせていただきます。
（電話も可）

利用案内

※新型コロナウイルス感染拡大の状況に応じて、
イベントは中止になる場合があります。

※12：00～13:00 館内消毒の為閉館

◇体調のすぐれない方（発熱・咳等）はご利用を控えてください。
マスクの着用 ＊職員もマスクでの対応とさせていただきます。
※休園、休校、学年閉鎖などに該当している場合は、利用をご遠慮
ください。 ご理解とご協力をお願いいたします。
さくら市氏家児童センター 〒３２９－１３２１ さくら市馬場 96－1
ＴＥＬ028-612-6145 ＦＡＸ028-612-6146

★開館時間 9：00～18：00
(１７：30 からはお片付けタイムです)
★休館日

第 3 日曜日、年末年始(12/29～1/3)

※未就学のお子様には必ず保護者の付き添いをお願い致します。
耳の不自由な方は筆談しますので
お気軽にお申し出ください。
聞こえが不自由なことを表す「耳マーク」です。

さくママクラブ『ひだまり』

父の日のプレゼント作り
ティッシュケースカバー

さくママクラブは、氏家児童センターを拠点に活動
する母親クラブです。
ママだけでなくパパや地域の方々も大歓迎！！
地域のみんなで子育てをサポート

６日（月）～ 10:00～16:00
＊対象 未就学児
（キットがなくなり次第終了）

楽しいイベントや講座を開催予定です。

おはなしなーに？

６月はロゼット作りをします。

さくら市氏家図書館おはなしボランティア
「アリスの会」による絵本の読み聞かせ
２２日（水） 11：00～11：15
＊対象 未就学児（人数制限あり）

是非遊びに来てください。
30 日（木） 10:０0～11:４５
＊対象 未就学児 ＊定員１２組
＊材料費５００円（２個セット）追加は応相談
予約受付開始 6 月１日（水）10：00～

出張「あそびのひろば」
～氏家公民館に行ってみよう～
みんな遊びにきてね！！
一緒に遊び、お話をしたり、みんなで楽しい時間を過ご
しましょう。新しい出会いがあるかもしれません。
手遊び・体操・プチ制作など
1６日（木） 10：30～11：15
＊対象 未就学児
＊集合場所：氏家公民館 １F 幼児室
<現地集合・現地解散＞

子育てサークル「すまいる」
※メンバー随時募集中！
手形で季節の作品作りをしたり、
季節の曲に合わせて手作りの楽器で合奏をしたりして
みんなで楽しみましょう♡
１４日（火）・２９日（水）・・・活動日
時間：10：30～11：30
場所：氏家児童センター

できた！を増やす親子教室 『ｍｏｔｔｏ』
２０日（月） 10： 30～11:30
子どもの発育にはあそびが何より大切！あそびは持
っている力を精一杯発揮できあそびを通して身体の
使い方を覚えていきます。
ママと一緒に作ったおもちゃで親子の時間と生きて
いく力を育みます。
☆子どもの発達を促す知育おもちゃ作り
「ウシさんのパカポコ」作り＜材料費１００円＞
☆発達プチ講座（相談あり）
☆子どもの可能性をひろげるあそび
「あっちむいて、こっちむいてピョン♫」
＊対象 未就学児
＊定員 6 組
予約受付開始 6 月１日（水）１０：00～

ママとベビーのエクササイズ（ママトキファースト）
１７日（金） 10:30～11:00
☆赤ちゃんと一緒にストレッチしたり音楽に合わせて
ステップふんだり☆
赤ちゃんは満足、ママはリフレッシュ！
＊対象 4 ヶ月～1 歳未満 ＊定員 ６組
予約受付開始 6 月１日（水）10：00～

よういちお兄さんと遊ぼう！子育て支援塾
～ふれあい遊び～
10 日（金）11：00～11：45
季節の歌（ウクレレ）・絵本の読み聞かせ・体操
＊対象 未就園児 ＊定員１０組
＊持ち物 飲み物 ☆動きやすい服装
予約受付開始 ６月１日（水）10：00～

にこにこ子育て講座
『子どもが主体的になる親の関わり方』
『夜泣きについて』
１３日（月） 11：00～11：30
＊対象 未就学児の親子
講師は、氏家保健センターの保健師さんです。
質問や相談もできます！

オンライン栄養講座/相談
「離乳食・幼児食のレパートリーについて」
15 日（水） 10：30～11:30
＊対象 未就学児
＊定員 3 組 ＊場所 氏家児童センター内
栄養士さんのお話を聞いた後、質問や相談ができます!
予約受付開始 ６月１日（水）１０：00～

ママたちのおしゃべりタイム
24 日（金） 11:00～11:30
＊対象 妊婦さんから子育て中のママ（パパも歓迎♡）
＊定員 ５組 妊娠・出産・育児の悩みなど交流しましょう
予約受付開始 ６月１日（水）10：00～

電車大集合！「プラレールであそぼう」
☆お部屋いっぱいの大きなコースで電車を走らせよう☆

２８日（火） 10:30～11：30＊対象 未就学児

