
 

 

 

 日 曜日 ソーレ マーレ 

１ 日   

２ 月 各種申込み 9:30～ 

ソーレデビュー   10:30～ 

各種申込み 9:30～ 

0歳児ルーム    10:30～11:30 

プレママ見学会 10:30～11:00 

３ 火 0歳児ルーム 10:30～11:30  

４ 水 児童相談      10:00～2:30 

本とおうたの会  11:00～11:30 

休館日 

５ 木 休館日 ☆マーレまつり☆ 

６ 金 読み聞かせ    11:00～11:30  

７ 土   

８ 日   

９ 月   

１０ 火 発育測定      10:10～11:10  

１１ 水 ハイハイ（講座） 10:30～11:30 

児童相談     10:00～2:30 

休館日 

１２ 木 休館日  南中赤ちゃんふれあい  手作りおもちゃ 11:00～11:30 

１３ 金 ビリビリ大会   11:00～11:30 

 南中赤ちゃんふれあい 

高橋先生とおしゃべり 

10:00～12:00 

１４ 土   

１５ 日   

１６ 月  手作りおもちゃ 11:00～.11:30～  

１７ 火 誕生会       10:45～11:30 発育測定     10:10～11:10 

１８ 水 児童相談     10:00～2:30 休館日  南中赤ちゃんふれあい 

１９ 木 休館日 リトミックで遊ぼう 10:45～ 

２０ 金 0歳児集まれ①[はじめまして] ビリビリ大会 11:00～11:30 

２１ 土 パパ集まれ「芝すべり」 11:00～  

２２ 日   

２３ 月 さつまいも掘り◎きらめき畑 

 アロマハンドマッサージ 11:00~ 

児童相談    10:00～2:30 

２４ 火  子育て講演会  9:45～11:30  

２５ 水 ハローキッズワイワイ 10:45～ 

さつまいも掘り予備日 

休館日 

２６ 木 休館日 誕生カード渡し 10:45～ 

２７ 金 0歳児集まれ②[にこにこあそぼ！] 読み聞かせ   11:00～11:30 

２８ 土   

２９ 日   

３０ 月   

３１ 火  離乳食体験 2:00～3:30  

東松山市子育て支援センター 

2017年10月 

 

子育て支援センター 

ソーレ ０４９３‐２３‐２２３１ 

マーレ ０４９３‐３５‐３５２１ 

 

10月生まれの 

お友だちおめでとう！ 

【内容】 ～カツリキライブ～ 

市内の幼稚園で活躍中の 

先生がたです♪ 

一緒にあそぼう！ 

ワイワイタイム（ソーレ） 

午前 10:45～ 午後 2:30～ 

にこにこタイム（マーレ） 

午前 10:45～ 午後 2:30～ 

 

☺事前申し込みの必要な行事 

＊きょうだい同伴でのご参加は 

 申し込み時にお知らせください 

ソーレ 

・ハイハイ講座       10組 

・手作りおもちゃ      20組 

11：00～       10組 

11：30～       10組 

・さつまいも掘り      27組 

・アロマハンドマッサージ  8組 

・子育て講演会（孫育て） 25人 

・離乳食体験        10組 

・0歳児集まれ       12組 

（市の広報誌での募集です。申込み受付日が

違いますのでご注意ください） 

マーレ 

・手作りおもちゃ      15組 

★赤ちゃんふれあい授業に協力して 

頂ける親子ボランティアを 

募集します。 

◇１０月２日～１１日まで 

ボールプールを設置します(ソーレ)◇ 

10月 

★マーレの秋まつりの詳細は 

チラシをご覧ください。 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

☺ハイハイ(0～10ヶ月)「ベビーマッサージ遊び」11日(水) 午前 10:30～11:30  場所：コアラ  

    ※対象児で寝るのを嫌がらないお子さん  定員 10組  持ち物：バスタオル、水分 

    童謡に合わせて行います。優しくなでてあげてくださいね。（オイルは使用しません） 

☺手作りおもちゃ「ハロウィンおでかけバック」16日(月)①11:00～②11:30～各 10組 場所：カンガルー 

パパ集まれ「芝すべり」 21日(土) 午前 11:00～11:30 場所：ソーレのお庭 （雨天時はホール） 

   芝山の上から段ボールのソリに乗って芝すべりを楽しみましょう♪ 

☺さつまいも掘り 23日(月) 午前 10:00～11:15 雨天時 25日(水) 定員 27 組 持ち物：シャベル、軍手、長靴 

場所：きらめき市民大学の畑（水道はありません） ①10:00～ 20組 ②10:45～ 7組  

    土の感触とさつまいもを掘り出す体験を親子で楽しんでください。ビニール袋は用意します。  

☺アロマハンドマッサージ 23日(月) 午前 11:00～12:00 場所：コアラ 定員 8名（1人 15分程度） 

☺子育て講演会 「楽しく学ぶ、イマドキの子育て事情～上手な孫との関わり方～」 24日(火)午前 9:45～11:30 

    場所：ソーレ 定員：25名（託児あり先着 10名…松山市民活動センター・和室） 

対象：0～3歳までのお孫さんがいる方、子育て支援に関わっている方 ※申し込み受付中  

テレビ・ラジオでご活躍中のぼうだあきこ先生をお招きします。本音トークでお話ししませんか。 

 ハローキッズワイワイ「わらべ歌遊び」25日(水) 午前 10:45～11:00 場所：ホール 

  ハローキッズの先生とわらべ歌を歌いながら親子でふれ合いましょう。   

☺離乳食体験 31日(火) 午後 2:00～3:30 場所：きりん 1・2 定員 10組 ※対象 6ヶ月以降のお子さん 

 栄養士さんが作ってくれた離乳食を親子で試食します。基本のお出汁の取り方も教えてくれますよ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ソーレ 

マーレ 

※毎月 25日行事予定配布   利用時間 午前 9時 30分～午後 4時 30分 

休館日   ソーレ毎週木曜日、年末年始 

マーレ毎週水曜日、年末年始 

 

マーレまつり 「みんなおいでよ、あつま～れ♪」  ～秋の実りを楽しもう～ 

5日(木) 午前 9：30～午後 3：00 

  今年のマーレまつりは秋の実りがテーマです。たくさんのコーナー遊びを 

用意してお待ちしています。おまつり版にこにこタイムも盛大に行います。お楽しみに♪ 

※駐車場台数には限りがあります。お車の乗り合わせや公共交通機関のご利用をお願いします。 

☺手作りおもちゃ 12日(木) 午前 11:00～11:30 定員 15組 場所：いるか  

ペットボトルを利用したかわいいかぼちゃのバックです。ランタンにもなりますよ～。 

高橋先生とおしゃべりしようよ 13日(金) 午前 10:00～12:00 場所：ホール  

 高橋先生がホールを巡回していますので、おしゃべりや相談を気軽にしてください。 

  リトミックで遊ぼう 19日(木) 午前 10:45～ にこにこタイム時 

  にこにこタイムの時間に音を感じて体を動かすリトミックを行います。 

誕生カード渡し 26日(木) 午前 10:45～ にこにこタイム時 

   10月生まれのお友だちに前に出てきてもらい、カード渡しと歌のプレゼントがあります。 

 

☺南中赤ちゃんふれあい授業    場所：松山南中学校   ※申し込み受付中 

12日(木)13日(金) 18日(水) 午前 9:30～11:40 (12日は午前９:30～11:00まで) 

中学生が赤ちゃんと触れ合うことによって命の尊さを学ぶ授業です。ボランティア親子が 

南中におもむいて中学生の授業に参加します。興味のある方はスタッフにお声かけ下さい。 

  

  

 

靴を入れる 

ビニール袋を 

ご用意下さい

い。 


