
春日井市中央台2-5
サンマルシェアピタ館地下１階
受付時間　月～土 9:00～17:00
電話番号　0568-92-7757

午前10時～午後4時こぶたんセンター
だより

 東部子育てセンターのブログ　http://blog.canpan.info/atone-toubukosodate
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3 月2 月

おしゃべり会
ポジシェ場
10:30～11:00 10:30～11:00

お休みお休み

お休み

お休みお休み

発達相談
10:30～12:00 10:00～11:30 10:00～11:30

子育て相談

お誕生日会

ふたご会

11:00～
似顔絵イベント10:00～

こぶたんキッズ
親子教室 ②
ももぐみDコース

こぶたんキッズ
親子教室 ④
ぞうぐみBコース

こぶたんキッズ
親子教室 ①
ももぐみDコース

10:30～12:00

開所日インターアクト
クラブ

せつぶん会

14:30頃～1６:0010:30～

アレルギー相談
10:30～12:00

歯とお口の
健口相談
10:30～12:00

幼児の
好き嫌い対策
10:30～11:00

0歳児ママおしゃべり会

わかばママ会
13:20～14:00

plus

plus

plus

plus

お休み
（サンマルシェ休業日）

おしゃべり会
ポジシェ場
10:30～11:00

入園おめでとう
Party!
10:00～11:00

お休み

お休み

お休み通信発行日お休み

発達相談
10:30～12:00

スプリング
コンサート
10:30～11:00

子育て相談 お誕生日会
11:00～

似顔絵イベント10:00～

こぶたんキッズ
親子教室 ①
キャラメルCコース

こぶたんキッズ
親子教室 ②
キャラメルCコース

こぶたんキッズ
親子教室 ③
キャラメルCコース

こぶたんキッズ
親子教室 ③
ももぐみDコース

こぶたんキッズ
親子教室 ④
ももぐみDコース

10:30～12:00

開所日

インターアクト
クラブ

14:30頃～1６:00

インターアクト
クラブ

14:30頃～1６:00

アレルギー相談
10:30～12:00

歯とお口の
健口相談
10:30～12:00

0歳児ママおしゃべり会

わかばママ会
13:20～14:00

plus

plus

plus

plus

plus
※マーク説明

わかばママ会plus
plus

※マーク説明
ブーメランランdays！

わかばママ会plus

おたのしみタイム
ひなまつり会

10:30～
おたのしみタイム

★印 毎週木曜日の親子教室、★印 発達応援ルームまめたんは、事前申込者が対象です。
また木曜日と2/10㈮のつどいの広場の自由来所は、12:00～16:00となりますのでご了承下さい。

※新型コロナウィルス感染拡大防止のため、イベント等が中止およびこぶたんキッズ親子教室の受付中止等がございますので、ご了承下さい。

★印 毎週木曜日の親子教室、★印 発達応援ルームまめたんは、事前申込者が対象です。
また木曜日と3/10㈮のつどいの広場の自由来所は、12:00～16:00となりますのでご了承下さい。

※新型コロナウィルス感染拡大防止のため、イベント等が中止およびこぶたんキッズ親子教室の受付中止等がございますので、ご了承下さい。

● 対象年齢 1歳0ヶ月～1歳6ヶ月
● 開催日 3/16、23、30（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

わらべうた、ベビーヨガ、食育、
交流会、地域の情報などもりだくさん！
お子さんと一緒に楽しみましょう♪

10:30～ おててぺったん
アートクラフト

11:00～
　　　

お楽しみタイム
せつぶんバージョンです

キャラメル Cコース親子教室親子教室こぶたんキッズ★こぶたんキッズ★
● 対象年齢 2歳5ヶ月～未就園
● 開催日 4/13、20、27、5/11（全木曜日）
● 時間 10:00～12:00（10:30～11:30）
● 定員 20組　● 参加費 4回で1,000円

絵の具でおえかき、大型遊具、
リトミックなどもりだくさん！
お子さんと一緒に楽しみましょう♪

りすぐみ Aコース親子教室親子教室こぶたんキッズ★こぶたんキッズ★

ブーメランラン
12days！

Party!
ひなまつり会ひなまつり会

10:30～ クラフト遊び

11:00～ お楽しみタイム
ひなまつり
バージョンです

おたのしみタイムおたのしみタイム
■ 開催日　2/13（月）
■ 時　間　10:30～11:00

幼児期(1～5歳)の食事の
好き嫌いについて、望ましい
食事内容や苦手な食材を食
べてもらうコツをお伝えし
ます。

春日井市健康福祉部　健康増進課

幼児の
好き嫌い対策

■ 開催日 2/10㈮、3/10㈮
■ 時　間 10:00～11:30
　 　　　 （予約制）

発達応援ルーム

まめたん

詳細は、あっとわん通信（表面）
をご覧になってご予約ください。

※期限 3月2日㈭
　16時まで（抽選）
※応募はこちらの
　QRコードから

応 募 方 法

※期限 3月30日㈭
　16時まで（抽選）
※応募はこちらの
　QRコードから

応 募 方 法

■ 開催日 ２/22㈬
■ 時　間 10:30～11:00

応募方法　1/27㈮ 10:00～
電話またはセンター受付にて

ふたご会

ふたごの子育ては楽しい時も
あれば大変なこともたくさん
…。ふたごを育てている方で
集まって、わいわいおしゃべり
してみませんか？
みつごちゃんや多胎プレママ
もぜひ参加してね。

● 開催日 2/1（水）
● 時間 10:30～

※自由来所ですが、状況により入場制限します。

※センターに来館履歴のあるお子さんと
その保護者の方が対象となります。
もちろん、０～３歳のお子さんと保護者の
方も、通常通り遊びに来てくださいね！
11時～のお楽しみタイムも実施しています。

※持ち込み期間
2/24、25、27、28、3/1、2の
つどいの広場　開館時間内
※お引き取りできるもの
子どもの衣類・おもちゃ・絵本・日用
品（未使用品に限る）

クラフトやぬり絵、折紙などで
遊べますよ！年末年始にも開
催し、好評だったイベントを春
休み中にも実施します。

みなさんのおうちにある『おさ
がりどうぞ』の品物をセンター
に持ってきて頂いて、誰かの必
要なものになるといいな！

■ 3/24㈮～4/5㈮までの間
　 (3/30㈭10:00～12:00は除く)
■ つどいの広場 開館時間内

● 開催日 ３/８（水）
● 時　間 10:30～11:00
ヤマハ音楽教室さんによる、
参加型コンサート。ご家族で
遊びに来てください。

スプリング
コンサート
スプリング
コンサート

※自由来所ですが、状況により入場制限します。

■ 開催日 3/15（水）
■ 時間 10：00～11：00
■ 定員 20組
■ 対象 ４月入園予定の方
　 　　 （年齢は問わず）

入園
おめでとう

応募方法　1/27㈮ 10:00～
電話またはセンター受付にて（先着順）

集まって
楽しい時間を
過ごしませんか？

４月入園の
おともだち

あげりんこ・もらうりんこ
■ 3/3（金）～3/5（日）
■ つどいの広場 開館時間内

※ご不明な点はセンターまで問い合わせ下さい

● 開催日 ３/1（水）
● 時　間 10:30～

※自由来所ですが、状況により入場制限します。

発達応援ルーム

まめたん
発達応援ルーム

まめたん

あげりんこ・もらうりんこ


