
　　　
　　　
　　　　

　　　　

月 火 水 木 金 土 日
1　　元旦 2 3 4 5

 どよう子育て支援センター

 9：00～12：00
 子育て支援センターなかやま

6 7 8 9 10 11 12
 すくすくタイム  ピラティスを楽しもう  どよう子育て支援センター

 10：00～11：30  10：00～11：00  9：00～12：00
 子育て支援センターだいせん  子育て支援センターなかやま  子育て支援センターなわ
 ランチの日 12：00～13：00  ランチの日 12：00～13：00
 子育て支援センターだいせん  子育て支援センターなかやま

 お茶会 ★10：00～11：30
●子育て相談　子育て支援センターだいせん  子育て支援センターだいせん

13　成人の日 14 15 16 17 18 19
 1歳6か月・3歳児健診  おはなしひろば  離乳食講習会　★  どよう子育て支援センター

 13：00～  10：00～11：00  10：00～12：00  9：00～12：00
 保健福祉センターなわ  子育て支援センターなかやま  保健福祉センターなわ  子育て支援センターだいせん

 ランチの日 12：00～13：00  子育て講座
 子育て支援センターなかやま  10：00～11：30
●子育て相談　子育て支援センターなかやま  子育て支援センターだいせん

20 21 22 23 24 25 26
 ファミサポ託児無料体験会 ★  ピラティスを楽しもう  なかよしひろば  どよう子育て支援センター

 10：00～11：00  10：00～11：00  10：00～11：00  9：00～12：00
 子育て支援センターだいせん  子育て支援センターなかやま  子育て支援センターなわ  子育て支援センターなかやま

 ランチの日 12：00～13：00

●子育て相談」子育て支援センターなわ  子育て支援センターなわ

27 28 29 30 31
 雛人形をつくろう ★  シェア第2弾  乳幼児健診  のんちゃんがやってくるよ

 10：00～11：30 ＆ランチタイム  13：00～ ＆プレイルームで遊ぼう
 子育て支援センターだいせん  10：00～1３：00  保健福祉センターなわ  10：00～11：30
 ランチの日 12：00～13：00  子育て支援センターなわ  子育て支援センターなかやま

 子育て支援センターだいせん  ランチの日 12：00～13：00
●子育て相談　子育て支援センターだいせん  子育て支援センターなわ

各子育て支援センターは１月３日まで閉館します

2020年 1月

子育て支援センターなかやま （中山みどりの森保育園内） ☎0858-58-6062
子育て支援センターなわ （ふれあい会館） ☎0859-54-2395
子育て支援センターだいせん （大山きゃらぼく保育園内） ☎0859-53-1157

北風ピューピュー！ 寒い日も子育て支援センターで楽しく過ごしましょう♪

あけまして おめでとうございます

今年も子育て支援センターをよろしくお願いいたします

お正月は、親せきの人たちと顔を合わせたり、お年玉をもらったり、新

年を迎えた喜びを皆で味わうよい機会ですね。

今年も、子どもたちやご家族のみなさまのために楽しい集いの場となる

よう、職員一同頑張ります。ご来館をお待ちしています。

子どもも大人もわくわく・どきどき
歌って踊ったクリスマス会

12月19日（木）に子どもたちや家族の方110名の参加

でたのしいクリスマス会を開きました。

動物グループでの自己紹介ゲームでは「新しいお友だち

と知り合えて良かった」と話されたママもありました。

二人組のえんどうまめさんによるミニコンサートは、歌

とパネルシアターでパパを巻き込んだとっても楽しいひと

ときでした。

初めて出会うサンタさんからプレゼントももらいましたね。

全員で撮った写真は幼い日の思い出になることでしょう。

１月

クリスマス会に

ご参加ありがとうございました !!

【 お問い合わせ先 】

大山町役場 こども課 すくすくおやこステーション

（保健福祉センターなわ内） ☎ ０８５９―５４―５２０５

「ランチの日」の子育て支援センターは、お昼も開館しま

す。おにぎりやおべんとうを持ってお出かけください。

「★」 は、参加できる人数に限りがあります。

「手作りおやつは 最高❕」

「すくすく大きく

なるんだよ」

子育てサークルなかやま主催

「秋のおすすめおやつ」



　　　
　　

　　　　　

　　　

　

　　　

　

　　　

　　　

　　　　　

　　　　　　

　　　　

　　　　　

      

《 すくすくタイム 》

毎月１回、各子育て支援センターで行う相談事

業です。すくすくサポーターや相談スタッフがお

待ちしています。

母子健康手帳を持ってお出かけください。

●日 時 １月９日（木）

１０：００～１１：３０

●ところ 子育て支援センターだいせん

●内 容

・赤ちゃんの計測

・妊婦さんの健康、出産相談

・母子健康相談

・栄養相談（離乳食、幼児食等）

・子育て相談（しつけ、あそび方等）

～スタッフ～

保健師、助産師、栄養士、保育士、図書司書

《 子育てサークルなかやま 》

" ピラティスを楽しもう "

ピラティスとは、心と体のバランスを整え「健康

的に美しくなる」ことをめざすエクササイズです。

ダイエットやリラックス効果など、さまざまな効果

が期待できます。ぜひ、参加してくださいね。

●日 時 １月１０日（金）・２１日（火）

１０：００～１１：００

●ところ 子育て支援センターなかやま

●講 師 西本 光子 さん

●持ち物 お茶、各自必要なもの

＊子どもたちは一緒に真似してみたり、玩具で

あそんだりしておうちの人の側にいます。

＊人数把握のため、参加の申込みをお願いし

ます。

＊動きやすい服装でお出かけください。

《 なかよしひろば 》

毎日寒い日が続いていますが、みなさんお

元気でお過ごしでしょうか・・。

プラ板でキーホルダーを作って交流しませ

んか？親子、仲間で楽しい時間を過ごしま

しょう。

●日 時 １月２３日（木）

１０：００～１１：００（受付9：45～）

●ところ 子育て支援センターなわ

●内 容 親子遊び、キーホルダー作り

●持ち物

・キーホルダーにしたいデザイン画・イラス

トなど（はがきサイズ）

・お茶、各自必要なもの

＊人数把握のため、申込みをお願いします。

《 のんちゃんがやって来るよ

＆ プレイルームで遊ぼう 》

スマイルせつこさんと、のんちゃんが子育て支

援センターなかやまに遊びに来てくれます。

腹話術の後は、すべり台やトンネル、手作り遊

具を集めたプレイルームで思いっきり遊びま

しょう。

お誘いあわせてお出かけください。

●日 時 １月３１日（金）

１０：００～１１：３０

●ところ 子育て支援センターなかやま

●内容

☆ 腹話術（講師 近藤勢津子さん）

☆ プレイルームで遊ぼう

●持ち物 お茶、各自必要なもの

《 子育て講座 》

゛ 親子で考える お金の使い方 "
～幼児期から始める 家庭における金融教育～

金融教育などの講演や「消費者教育」の実践な

ど、県内外で活躍中の講師です。

「お金の使い方」について一緒に考えてみませ

か？ ご家族で気軽にお出かけくださいね。

●日 時 １月１８日（土）

１０：００～１１：３０

●ところ 子育て支援センターだいせん

●内 容 親子で考えるお金の使い方

●講 師

鳥取県金融広報委員会

金融広報アドバイザー 村田弘子 氏
●持ち物 お茶、各自必要なもの

《 お茶会 》

新年を迎え、大門社中の琴を聞かせてもらった

り、お茶（抹茶）と和菓子をいただいたりして、み

んなで新春気分を味わいましょう。

気軽にお出かけくださいね。

●日 時 １月１０日（金）

１０：００～１１：３０

●ところ 子育て支援センターだいせん

●参加費 ２００円

●申込締切 １月８日（水）

＊お茶、各自必要なものを持ってお出かけくだ

さい。

＊人数把握のため、申込みをお願いします。

《 育児サークルひまわり 》

゛ 木工雛人形づくり ″

木のぬくもりを感じる、手のひらサイズの雛

人形を作ります。ゆれる形に仕上げ、オリジ

ナルの色付けをし、おうちに飾りませんか？

お待ちしています。

●日 時 １月２８日（火）

１０：００～１１：３０

●ところ 子育て支援センターだいせん

●講 師 桑原 可菜子さん

●参加費 ５００円

●持ち物 お茶、各自必要なもの

＊材料はすべて用意してあります。

＊子どもたちは保護者の近くで遊びます。

先着 12 名

《 おはなしひろば 》

新しい年を迎えました。

今年も暖かな子育て支援センターで絵本を楽し

みませんか？ 今月は「年初めのお話会」です。

みなさんと一緒に楽しみましょう。

●日 時 １月１６日（木）

１０：００～１１：００

●ところ 子育て支援センターなかやま

●内 容 絵本の読み聞かせ、

エプロンシアター等

●講 師 こども課 土橋司書

＊おすすめ図書の紹介、絵本・育児書・雑誌な

どの貸し出しも行います。

《 シェア第２弾＆

楽しいランチタイム 》

第２弾の物々交換会を行います。お子さん

の不用品を持ち寄って、ぜひ参加してくださ

いね。

●日 時 １月２９日（水）

１０：００～１３：００

●ところ 子育て支援センターなわ

●内 容 不用品交換会、ランチ会 など

●持ち物

・お茶、各自必要なもの

・子供用不用品 1組10点まで

・持ち込めない物（汚れ物、壊れ物、下着）

・余りは各自持ち帰りになります。

＊よしぱんのランチボックス（1080円）を希望さ

れる方は１月２２日までに各子育て支援セン

ターで代金を添えて申し込んでください。


