
◎ おひさまカレンダー ☆問い合わせ先☆

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

はじまりの会 （端午の節句）    避難訓練 救急法 うんどう会 ハロウィン 避難訓練 クリスマス会 お正月 豆まき会 おわりの会

 　　9 日（金） 　２日（水） 　２日（金） 　8日（水） 　５日（金） 　１７日（金） 　２日（水） 　１８日（金）

お 七夕 ひなまつり

春のあそび 夏のあそび 　　 秋のあそび 冬のあそび 春のあそび

戸外あそび・ 室内あそび 春さがし

ひ どんぐりくらぶ（９回）
　　７日（金） 　　30日（水） 　2１日（水） 　２０日（金） 　１５日（水） ６日（水） １７日（水） 　１９日（水） １６日（水）

子育て知恵袋 子育て知恵袋 子育て知恵袋 子育て知恵袋 子育て講座 子育て知恵袋 子育て知恵袋 子育て知恵袋 子育て知恵袋

さ 誕生会（４回） 　　２６日（水） ２７日（金） ２４日（水） 　９日（水）

（4.5.6月生） (7.8.9月生) (10.11.12月生) 　　(1.2.3月生)

運動あそび（2回）
ま 丸山真弘先生と親子で身体を動かしましょう。（柳澤プログラムによる） １５日（水） １２日（金 ）

キッズビクス（6回）
遠藤正美先生と一緒にリズムにあわせて体を動かしましょう 　 27日（火） 　22日（火） 24日（火） 　26日（火） 　16日（木） 　22日（火）

の 英語であそぼう（2回） ２５日（月） 　６日（月）

ハロウィン クリスマス

　　6日（火） 　　11日（火） 　　1日（火） 　　6日（火） 　　3日（火） 　　7日（火） 　　5日（火） 　　2日（火） 　　7日（火） 　　11日（火） 　　1日（火） 　　1日（火）

森 　　13日（火）　　18日（火） 　　8日（火） 　　13日（火） 　　10日（火） 　　14日（火） 　　12日（火） 　　9日（火） 　　14日（火） 　　18日（火） 　　8日（火） 　　8日（火）

　　20日（火）　　25日（火） 　　15日（火） 　　20日（火） 　　17日（火） 　　21日（火） 　　19日（火） 　　16日（火） 　　21日（火） 　　25日（火） 　　15日（火） 　15日（火）

　  29日（火） 　　27日（火） 　　31日（火） 　　28日（火） 　 　　30日（火） 　　28日（火） 　 　 　 22日（火）

　 　 　 　 　 　 　 29日（火）

◎ すこやかカレンダー ☆問い合わせ先☆

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 2月 3月

乳児 幼児 乳児 幼児 乳児 幼児 乳児 幼児 乳児 幼児 乳児 幼児

26日(火) 24日(火) 28日(火) 26日(火) 23日(火) 27日(火) 25日(火) 22日(火) 27日(火) 24日(火) 28日(火) 28日(火)

<４か月児> <1歳6か月児> <４か月児> <1歳6か月児> <４か月児> <1歳6か月児> <４か月児> <1歳6か月児> <４か月児> <1歳6か月児> <４か月児> <1歳6か月児>

　場　所：子育て支援センター　　　　　　　　　　　 対 R３.11.2生～ R2.9.22生～ R4.1.6生～ R2.11.24生～ R4.3.8生～ R3.1.26生～ R4.5.3生～ R3.3.27生～ R4.7.5生～ R3.5.22生～ R4.9.7生～ R3.7.24生～

　持ち物：母子手帳 　　　　　　　　　　　 象 R４.1.5生 R2.11.23生 R4.3.7生 R3.1.25生 R4.5.２生 R3.3.26生 R4.7.4生 R3.5.21生 R4.9.6生 R3.7.23生 R4.11.7生 R3.9.27生

　　　　　問診票 　　　　　　　　　　　 児 <10か月児> <3歳児> <10か月児> <3歳児> <10か月児> <3歳児> <10か月児> <3歳児> <10か月児> <3歳児> <10か月児> <3歳児>

　　　　　バスタオル R３.5.2生～ H31.3.22生～ R3.7.6生～ R1.5.24生～ R3.9.8生～ R1.7.26生～ R3.11.3生～ R1.9.27生～ R4.1.5生～ R1.11.22生～ R4.3.7生～ R2.1.24生～

　　　　　こどもノート R３.7.5生 R1.5.23生 R3.9.7生 R1.7.25生 R3.11.2生 R1.9.26生 R4.1.4生 R1.11.21生 R4.3.6生 R２.1.23生 R4.5.7生 R2.3.27生

　　18日(水) 　　13日(水) 　　19日(水) 　　8日(水)

R2.３.２生～ R2.5.18生～ R2.7.13生～ R2.10.19生～

R2.５.17生 R2.7.12生 R2.10.18生 R3.3.7生

＜自由開放＞

　　　　　　　令和４年度 　おひさま･すこやかカレンダー(予定) 見やすい場所にはっておきましょう

　　   子育て支援センター　☎　66-2975

しゃぼん玉・水あそび・プールあそび 散歩・戸外あそび・自然物製作 雪あそび・正月あそび

最新の子育ての情報をお伝えします！(イク★ナビ）

手あそび、読み聞かせ、季節のあそび もあります。

みんなで対象児をお祝いしましょう。

英語の先生と楽しもう！

ベビーマッサージ
 (受付：午前9時30分～　開始：午前10時～）

2か月頃からおおむね1歳頃までのお子さんが対象

　

      住民福祉課　保健福祉係　☎　66-2111

乳幼児健診
乳児健診（4ヶ月児・１０ヶ月児）

幼児検診（１歳６ヶ月児・３歳児）

１歳児健康相談
場　所：子育て支援センター

時　間：9：30～11：30

２歳児健康相談
場　所：麻績村保健センター

時　間：9：15～12：00

離乳食ぱくぱく相談会（７か月相談）

保育園で遊ぼう
　　　　（１０時～１１時)

＊受付９時３０分～

　　　　　　　　　　　　　　11時頃から読み聞かせなどを行います。保護者と一緒にお越しください。

　　　　　　　　　　　　　　子育て支援センターには、保育士・保健師・助産師がいます。気軽に声をおかけください。

※　坂井児童館　・・・月曜日から金曜日の「おひさまカレンダー」の行事のない日の９時30分から１２時は自由に遊べます。保護者と一緒にお越しください。なお、学校休業日は利用できません。

※　おひさまの森・・・１０時から全体の会が始まります。お子さんが、環境に慣れるためにも９時３０分受付を目指してお越しください。

季節の行事やあそび

両園

場　所：子育て支援センター

時　間：9：15～11：30

※　子育て支援センター・・・月曜日から金曜日（木曜日を除く）「おひさまカレンダー」の行事のない日は、９時から自由に遊べます。＊毎週木曜日は自由開放を行いません。

出生状況に合わせて、随時開催していきます。


