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11 月の東部子育てセンターだより
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開所日

発達相談
10：30 ～ 12：00

アレルギー相談

※つどいの広場の開館時間は、10：00 ～ 16：00 です。

10：30 ～ 12：00

　★こぶたんキッズ親子教室★
キャラメルＣコース　受付始まります！

11 月お誕生日会
①11:00 ～　②14:00 ～
※どちらか選んで 来てね♪

インターアクトクラブ
　（春日丘高校
　　　ボランティア）
　　14：30 頃～

こぶたんキッズ親子教室
ぞうぐみ A－④

（予約制）10：00 ～ 12：00

10：30 ～ 12：00
歯とお口の
  健口相談

★印　毎週木曜日の親子教室は、事前申し込み者が対象です。 また木曜日のつどいの広場の自由来所は、12 時からとなりますのでご了承ください。

・毎月第１火曜日 10:30 ～ 12:00 に発達相談・子育て
相談をしています。
相談員は、発達障害支援指導者や相談支援専門員が対応
します。
来館されましたら、受付にてご予約ください。

☆対象月齢：0 歳 10 ヶ月～１歳４ヶ月のお子さん
☆開催日：2017 年 12 月 7・14・21 日
　　　　　全木曜日
☆時　間：10:00 ～ 12:00（10:30 ～ 11:30）
☆定　員：15 組
☆参加費：3 回で 600 円
　　　　　（実費分として初回にいただきます）
☆内　容：交流会、地域の情報など、ママが元気に
　　　　　なれるような内容がもりだくさんです！
☆なお、授乳のため、パパの参加はご遠慮願います。

29 30

インターアクトクラブ
　（春日丘高校
　　　ボランティア）
　　14：30 頃～

●親子教室キャラメル C
　申し込み締め切り日

★

お休み
（文化の日）

voice of　mom 
11：00 ～

＊みんなで楽しく歌いましょう♪
　　今月の歌♪　『もみじ』

わかばママ会
＊当日予約　13：15 ～

13：30 ～ 14：00

こぶたんキッズ親子教室
ぞうぐみ A－③

（予約制）10：00 ～ 12：00

こぶたんキッズ親子教室
ぞうぐみ A－②

（予約制）10：00 ～ 12：00

こぶたんキッズ親子教室
ぞうぐみ A－①

（予約制）10：00 ～ 12：00

ポジシェ場
13：30 ～ 14：00

★受付 13：15 ～

※お題目「イヤイヤ期、どうしてる？」

当日参加型 おしゃべり会

乳がんセルフチェック
～月に一度の自己触診～

11：00 ～

スペシャルお楽しみタイム

※申し込み締切日　11 月 20 日（月）16 時まで

１day Lesson『おハシで刺すだけ　お家に飾るクリスマスリースを作ろう』＋保育

カットしたクロス生地を スチロールの土台にサクサク刺して、
ゴージャスなリースを作ります。
　☆時　間：9：45 ～ 11：15（保育は 9:30 ～ 11:30 の間〈2 時間〉
　　　　　市内に居住する生後 6 ヶ月～未就学児）
☆定　員：６名
☆参加費：2,200 円　（参加費 500 円＋材料費 700 円＋保育１名 1,000 円）
☆講　師：原田由美子さん（NPO 法人あっとわんスタッフ）

※申し込み開始は、センター受付にて
  10 月 27 日（金）10:00 ～ 11 月 14 日（火）16：00 です。
（先着順で、電話での受付は行っておりません )

★申し込み時に、一時預かりの手続きも同時におこなう方は、
印鑑の持参を　お願いします。

（初回の方は、子ども医療費受給者証も持参してください）
　お子さんの保育が 2 名以上の方は、保育料が別途かかり
ますので、受付にてご確認ください。

 11/21
   （火）

　　　　1day Lesson
「おハシで刺すだけ お家に飾る
クリスマスリースを作ろう」
　　　　　　　　　　+ 保育　
　（予約制）9：45 ～ 11：15

今月の「親子で
つくっちゃおう！」
は、お休みします。

★お知らせ★

育児、どうしてる？
０才赤ちゃんとママ、集まって楽しく
おしゃべりしましょう♪
☆時　間：13：30 ～ 14：00

☆参加希望の方は、当日 13:15 ～
　受付にてお申し込みください。

わかばママ会

 11/24

   （金）

乳がん自己触診法は、毎日忙しい子育て
ママでも自分でできる、唯一のセルフがん
チェックです。
☆時　間：11：00 ～　30 分程度
※安全確保のため、
　入場制限をさせていただく
　場合がありますので、
　ご了承ください。

乳がんセルフチェック 
～月に一度の自己触診～ 

 11/17
   （金）

★ 親子教室の申し込み方法が変わりました ★
※応募方法：インターネットからのみの受付となります。
※お申し込み期間（先着順ではありません）
☆キャラメルＣコース：平成 29 年 10 月 27 日（金）～ 11 月 20 日（月）16 時まで
※東部子育てセンターのブログ「東部子育てセンター　ＣＡＮＰＡＮ」を
　検索していただくと、簡単に申し込みフォームに入れます。
※なお、センター内にも、ＱＲコードを掲示します。
※厳選なる抽選の上、皆様に結果をご連絡いたします。

　　　　　　　※申し込みを受け付けしますと、完了メールが返信されます。
　　　　　　　　ドメイン受信設定をされている方は、必ず、
　　　   　　　　　　　 atonecenter@yahoo.co.jp
　　　　　　　　からのメールが届くように設定をお願いいたします。
※万が一、完了メールが届かない場合は、つどいの広場開館時間（10 ～ 16 時）
　に、ＴＥＬ（0568）92－7757　までご連絡下さいますようお願いいたします。

東部子育てセンター　CANPAN 検索

＊お楽しみタイム・スペシャルイベント

春日井市健康増進課より


