まめっちょだより
子すずめ子育て支援センター ２０１７／８／１

《８月の予定》＊講座・サロン・フロア～妊婦さんも遊びにいらして下さい～
夏真っ盛り…

♪

月

海だよ

川だよ

火

青いなみずは

水

舟こげば

木

土

４①BABY TOY(妊婦)①9:00～12:00 予約

１歳児のフロア

２歳以上のフロア

八柱市民センター

講師の💛村上先生と一緒に！＊縫い針１本

9:00～12:00

9:00～12:00

２～８カ月の赤ちゃん

フリーフロア

9:30～11:30

13:00～15:00

７

８

９

ちえのわ（多胎児）

１歳児のフロア

２歳以上のフロア

9:00～12:00

9:00～12:00

OB 会（幼稚園児） ０ 歳 児 の フ ロ ア
13:30～15:30

0 歳児フロア

13:30～15:30

10
お休み

１歳児のフロア

２歳以上のフロア

公園でこんにちは

9:00～12:00

9:00～12:00

予約

＊ボランティアさん達の協力をいただき
10:20～11:00 頃までお子さんと別室にてお
母さん同士双子の子育てのお話をします

ことばのフロア

13:30～15:30

28

29 火曜日誕生会

ちえのわ（多胎児）

語りと笛と琵琶の会

9:00～12:00

9:00～12:00

フリーフロア

0 歳児フロア

13:00～15:00

13:30～15:30

＊今月の担当は言語聴覚士です

12 土曜日
祝日

フリーフロア

9:00～12:00

山の日

父と子のフロア

13:30～15:30

18OB 会（幼稚園児～小学生）
9:30～11:30

まめっちょ講座予約
14:00～15:00

（限定 20 人）

＊フロアは 13:30～15:30

23 水曜日

24 木曜日

25 金曜日

１歳のフロア

２歳以上のフロア

公園でこんにちは

公 園 でこ ん にち は

9:00～12:00

9:00～12:00

０歳児フロア

OB 会（幼稚園児～

13:30～15:30

小学生）

9:00～12:00
６か月までの親子予約

わらべうたで遊ぼ

13:30～15:30

限定５名予約

13:30～15:30

１歳児のフロア

9:00～11:30

30 水曜日誕生会

31 木曜日

限定１０組

16:00～17:00

２歳以上のフロア

公 園 でこ ん にち は

ことばのフロア

ながら笛や琵琶を奏でます。素敵なひとときを親子で
一緒に過ごしませんか…予約制です

26

9:00～12:00

13:30～15:30

＊まめっちょフロアにて、プロの能楽師たちが昔話を語り

19

＊時々は会いに来てね！

22 火曜日

9:00～12:00

13:30～15:30

限定 9 人

14:00～15:00 予約

おじいちゃんもどうぞ

ちえのわ（多胎児）

ちえのわ（多胎児）

まめっちょサロン

13:00～15:00
17

13:30～15:30

＊時々は会いに来てね！

【対 象】０～未就園児のお父さん・

16

13:30～15:30

9:30～11:30

フリーフロア

15

０歳児のフロア

５

②OB 会（幼稚園児～小学生）

11

14

10:00～11 :30

金

３やばしラッコ

13:30～15:30

21 月曜日

♪

２

13:30～15:30

ことばのフロア

＊全て無料

１

０歳児のフロア

9:00～12:00

魚もおどる

№１５４

9:00～12:00

9:00～12:00

フリーフロア

０歳児フロア

13:00～15:00

13:30～15:30

まめっちょフロアは、子すずめ保育園の３F です。
“やばしラッコ”以外はまめっちょフロア&フロア隣の部屋で開催しています。
＊フロア（親子の遊び場）は全て時間内自由入退室となっていますので、ご都合のよい時間でご利用下さい＊
＊対象年齢が記載されていないフロアや講座などは、未就園児が対象になります。
“まめっちょだより”
・松戸子育て支援情報ホームページ・
“まつどあ”などをご覧になり日程の確認をして遊びにいらして下さい。
＊毎月の“まめっちょだより”の内容がインターネットでも確認できます
アドレス

http://www.matsudo-kosodate.com/（松戸子育て支援情報ホームページ）

＊サロン・講座・その他の予約が必要なものは子すずめテレフォン（047-387-0124）へお電話下さい。フロアでも受付ています。
予約は、開催前日の１２時で締め切りとなります。キャンセル待ちの方もいますのでキャンセルの際には必ずお電話を下さい。

《まめっちょ講座》 限定２０名＊予約
【テーマ】

『親と子のスキンシップに～ベビーマッサージ～』

【講

師】

大谷

奈緒さん

＊８カ月くらいまでのお子さんが対象となります

【場

所】３F

【日

時】８月１８日（月）１４：００～１５：００（フロアは１３：３０～１５：３０）

まめっちょフロア

《妊婦さん対象のフロア》
【対

💛第 1 子限定

＊全て金曜日開催

象】妊婦さん（32 週までの方）

《わらべうたで遊ぼう》＊予約

予約して下さい

＊８月は BABYTOY のみ実施します

親子でコミュニケーション～わらべうたでスキンシップを！～

１３：３０～１５：３０（わらべうたは、14：30 から始まりますのでそれまでにいらして下さい。）

《ちえのわ～双子・多胎児の親子集まれ！～》
＊２１日（第 3 月曜日）は、母子分離のお話会です。

【対象年齢】０歳～年少までの双子・多胎児のお子さんとその保護者・妊婦さん

《まめっちょサロン》＊予約

まめっちょフロアにて

【日

時】８月４日（金）１４：００～１５：００ ＊フロアは１３：３０～１５：３０

【対

象】０～未就園児のお子さんとその保護者

＊今月は言語聴覚士と一緒に話しましょう！

《OB 会》まめっちょフロアで遊んでいた子ども達、遊びに来てね！
８/４・１８日（９：３０～１１：３０）８/７・２３日（１３：３０～１５：３０）

《ことばのフロア》＊変更になりましたー２歳未満の方で清水先生に相談のある方はその都度予約をして下さいー
月曜日午後は言語聴覚士の清水先生がフロアにいます。お子さんのことばなどの発達に関して相談ができます
【対象年齢】2 歳～未就学児のお子さんとその保護者（幼稚園通園の方もどうぞ！）

《水曜日の午後（フリーフロア）》

＊予約不要－相談の無い方も遊びにいらして下さい

清水先生にことばの相談ができます。

【対象年齢】0～未就園児のお子さんとその保護者

《誕生会》
誕生月の方は誕生会前の参加フロアで担当に声をお掛け下さい。事前に誕生カードを作ります
基本的に誕生会当日にカードは作れませんので、ご協力お願いいたします。一緒にお祝いしましょう

★『そうだんの日』のご案内★
お話をしにきませんか？担当保育士による個別相談を受けています。子すずめテレフォンに予約して下さい。
受付時間☆平日８：３０～１７：００

☎３８７－０１２４（子すずめテレフォンまで！）

《子すずめ子育て支援センターのご案内》
新京成八柱駅・JR 武蔵野線新八柱駅より徒歩７分。イトーヨーカ堂とヨーカ堂の駐車場の間の道を
常盤平方面へ下って行きアンビル酒店を越え、右手にサイゼリアが見えて来た際に左側にある駐車場の、
その奥が保育園です。（門前公園側が入り口の門となります）

《子すずめ子育て支援センター》

＊専用の駐車場はありません

子すずめテレフォン

３８７－０１２４

松戸市日暮１－８－４（子すずめ保育園内）TEL:387-0124

FAX：385-4728

《松戸子育て支援センター連絡会ご案内》
育児メール相談（毎日２４時間受付）＊回答に少し時間がかかる場合もあります。ご了承ください。

アドレス

http://www.matsudo-kosodate.com/（松戸子育て支援情報ホームページ内）

松戸市内の子育て支援センター

チェリッシュ・サポート・システム

☆

ドリーム子育て支援センター

はなみずき子育て支援センター

☆

CMS 子育て支援センター

＊子育て支援センターは、妊婦さんからの子育てを応援しています＊

☆
☆

あおば子育て支援センター
グレース子育て支援センター

