
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

つどいの広場
開所時間

● 開催日 ５/１３（土）
● 時　間 10:30～11:00

・一時預かりの利用につい
てのおさらい

・一時預かりを利用したい
けど…少し不安

・自分自身の事
・最近のモヤモヤ事情など

● 開催日 ５/２（火）
● 時　間 11:00～11:30

５/５（金）こどもの日は東
部子育てセンター休館のた
めこの日にみんなで楽しい
ことしましょう！
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おしゃべり会
ポジシェ場
10:30～11:00 13:30～14:15

お休み

お休み

お休み

お休み

お休み

発達相談
10:30～12:00

おたんじょう日会 ふたご会
お誕生日の方10:30集合
似顔絵イベント10:00～

こぶたんキッズ
親子教室 ①
りすぐみAコース

こぶたんキッズ
親子教室 ②
りすぐみAコース

こぶたんキッズ
親子教室 ③
りすぐみAコース

開所日

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

おしゃべり会
ポジシェ場
10:30～11:00

11:00～11:30

お休み

お休み

お休み

通信発行日

発達相談
10:30～12:00

おたんじょう日会
お誕生日の方10:30集合
似顔絵イベント10:00～

こぶたんキッズ
親子教室 ①
ももぐみAコース

こぶたんキッズ
親子教室 ④
りすぐみAコース

開所日

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

ブーメランラン
days ！

お休み お休み お休み

お休み
（サンマルシェ休業日）

子育て相談
13:30～14:30 10:30～11:00

子育て相談
13:30～14:30

ちょっと聞いてよ！

ちょっと聞いてよ！

13:30～14:15
ふたご会

ほいくっ子の
ほごしゃ会

こどもの日

★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。
木曜日のつどいの広場、自由来所は、１２:００～１６:００となります。

※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。
木曜日のつどいの広場、自由来所は、１２:００～１６:００となります。

※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8ヶ月～2歳4ヶ月
● 開催日 5/25、6/1、8、15（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

ふれあい遊び、体操、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♪

ももぐみ Aコースももぐみ 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★

※期限 5月11日㈭
　16時まで（抽選）
※応募はこちらの
　QRコードから

応 募 方 法

※持ち込み期間
　５/２６、２７、２９、３０、３１、６/１のつどいの広場開館時間内
※お引き取りできるもの（まだまだ使えるもの）
　子どもの衣類・おもちゃ・絵本・日用品（未使用品に限る）

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
に持ってきていただいて誰かの必要なものになるといいな！

あげりんこ・もらうりんこ
● 開催日 6/2(金)～6/4(日)予定 ※なくなり次第終了
● 時　間 10:00～16:00 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

発達応援ルーム

まめたん

発達応援ルーム

まめたん

● 開催日 4/28（金）・5/26（金）
● 時　間 13:30～14:15

応募方法  両日とも 3/24㈮ 10:00～
　　　　 電話またはセンター受付にて

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 4/26㈬・5/31㈬
● 時　間 10:30～11:00

受付は当日10:00～です。

おたんじょう日会

おたんじょう日会リニュー
アルです！
おたんじょう日月のお子さ
ん家族集まって思い出カー
ドを作ります。
10 : 3 0開始ですので10 :15
頃には遊びに来て下さい。
11: 0 0～お楽しみタイムで
『おたんじょう日会』をみ
んなで楽しみましょう。

● 開催日 4/14（金）・5/12（金）
● 時　間 13:30～14:30

受付は当日13：00～です。先着順でおしゃ
べり開始。

『子育て相談』をリニューアル！
お昼すぎの時間に『ちょっと聞いて
よ！』と題して、おしゃべりに来て下
さい。お子さんが入園された方もOK
です。

ちょっと聞いてよ！

※自由来所ですが、状況により入場制限します。

ほいくっ子の
ほごしゃ会

こどもの日

保育士と気軽に
おしゃべりする会です!

ふたご会 あげりんこ・もらうりんこおたんじょう日会ちょっと聞いてよ！

ほいくっ子の
ほごしゃ会

こどもの日ふたご会

● 開催日 4/6㈭、5/18㈭
● 時　間 10:00～11:00
　 　　　 （予約制）

発達応援ルーム

ま めた ん
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。


