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住所

電話番号

開設日時

  日にち   曜日 要予約   日にち   曜日 要予約   日にち   曜日 要予約   日にち   曜日 要予約   日にち   曜日 要予約

14日(木) 7日(木) ※ 14日(木)  6日(水)

13日(水)

21日(木) ※ 13日(水) 19日(火) 20日(水) 20日(水)

20日(水) 28日(木) ※ 21日(木) 28日(木)
26日(火)

27日(水)

29日(金) 　　　「焦っていませんか？」
27日(水) 鬼のお面を作ろう

 3日(水)  3日(水)  3日(水)  3日(水)  3日(水)

 4日(木) 10日(水)

18日(木) ※ 12日(金) ※ 16日(火) 12日(金) ※

17日(水) 17日(水) ※
25日(木)

25日(木) ※ 23日(火) 24日(水) ひなまつり会に参加しよう

25日(木)

29日(月)

3日(木) ※ 2日(水) ※ 3日(木) ※ 9日(水) 家庭教育講座１０：３０～ 3日(木) ※
16日(水)

10日(木) 9日(水) ※ 15日(火) 15日(火)

17日(木) ※ おめでとうの会 22日(火) ※ お祝い会 17日(木) ※ 25日(金)

　 23日(水)

28日(月)

 越前町子育て支援センターグループ広報紙　　　平成27年度　冬号

名称 朝日子育て支援センター 越前子育て支援センター 織田子育て支援センター はぎの子育て支援センター 　　　　　宮崎子育て支援センター

　　　   西田中１９－６－１（朝日児童館内） 　　　　梅浦６０－１５－３（四ヶ浦保育園２階） 　　　　　織田１５３－３（織田児童館内） 　　　  　細野７３－２（はぎの保育園隣接） 　　　  　 　　江波７６－５－１（宮崎児童館内）

　　　  　　 　０７７８－３４－７１２３ 　　　　　　　　０７７８－３７－０９００ 　　　　　　　　　０７７８－３６－２２３２ 　　　　　　　　０７７８－３６－０３９６ 　　　　   　　     ０７７８－３２－２３２３

          月～金曜日　９：００～１４：００　 　　　　　月～金曜日　９：００～１４：００　 　　　　　　月～金曜日　９：００～１４：００　         　　月～金曜日     ９：００～１４：００　 　　　　　　　月～金曜日　９：００～１４：００　

　　　       電話相談、個別相談有り 　　　　   　毎週１回　　『あそびにおいでよ』 　  　　　 　　電話相談、個別相談有り 　   　     　 毎週水曜日　   すくすく広場　　 　　　　 　　　　電話相談、個別相談有り

　　　　　　　　　　　　 　１０：００～１１：３０ 　  　   　　  園庭開放　  育児相談 ℡も可

　　　　　　　電話相談、個別相談有り 　  　　　 　　電話相談、個別相談有り

１月

おはなし会 (おはなしあい愛) 書き初め ぜんざい会 お正月遊びをしよう

雪遊びをしよう

榎本栄養士さんとの お正月遊びを楽しもう！！ おはなし玉手箱 ※
定員２０名

親子スキンシップ教室 お正月おめでとう会

　　　おはなし会＆試食会 　　清水めぐみ先生１０：３０～

バルーンで遊ぼう！！ 講師を囲んでのおしゃべり会 ほのぼの親子教室 にこにこ広場

家庭教育講座 青井夕貴先生 　　１０：００～１１：３０ 誕生会・身体測定

　　《グッド・トイで遊ぼう！》 オニのお面作り 　　新田臨床心理士 親子リフレッシュ講座

豆まき・恵方巻きづくり 豆まきに参加しよう

身体測定 　　　漆崎 由美先生

誕生会・身体測定

ハッピーバレンタイン

２月

豆まき 豆まき

※
定員２０名

親子スキンシップ教室

節分豆まき会

おはなし会 (おはなしあい愛) ひな人形を作ろう

保健師さんとのおしゃべり会 ロゼット作り おはなし玉手箱

　　　　　　山下 拓小氏

ちびっこレストラン エアートランポリン ベビーマッサージ講座 　　清水めぐみ先生１０：３０～

　　　　　　　岡田保健師さん 17日(水)

　　松井久美先生１０：３０～ にこにこ広場

親子ふれあい体操 おひなさま作り 誕生会・身体測定

　　　　　　　片山陽子先生 毛糸手芸を楽しもう 誕生会・身体測定 保健師さんとのおしゃべり会

　　　かんたん手編み 　　　　　　高島保健師さん身体測定

３月

ひなまつり会 ひなまつり会 ひなまつり会

　　　　　はやおきぱんやさん 　一年の成長を祝おう すくすくパーティ＆マーケット

身体測定

ひなまつり会

　　　　　たまちゃんズ劇場 　　《グッド・トイで遊ぼう！》 おめでとうの会

おはなし会 (おはなしあい愛) 思い出のアルバム作り おはなし玉手箱 ※
定員２０名

親子スキンシップ教室 　　　レストランごっこ
　清水　めぐみ先生１０：３０～

おめでとうの会 にこにこ広場

　誕生会・身体測定

誕生会・身体測定 お楽しみ劇場（交流会）

　　　※■に入る言葉　　♡自信　　♡明るい　　♡愛する　　♡自分　　♡頑張り屋　　♡思いやり　　♡正直　　♡正義感　　♡やさしい　　♡強い　　♡いいところ

 ◎要予約の欄に※マークのついている日は事前に支援センターまでご連絡ください。 

ちょっぽのこ 
 新年明けましておめでとうございます。今年も各支援センターでは楽しいイベントを 
計画しています。寒い時期ですが、元気に遊びに来てください。お待ちしております。 
※ 都合によりイベント内容や日程が変更になる場合もあります。 

  ♡ 励ましてあげれば 子どもは ■をもつようになる                    
  ♡ 褒めてあげれば 子どもは ■子に育つ 
  ♡ 愛してあげれば 子どもは 人を■ことを学ぶ 
  ♡ 認めてあげれば 子どもは ■が好きになる                   
  ♡ 見つめてあげれば 子どもは ■になる 
  ♡ 分かち合うことを教えれば 子どもは ■を学ぶ 
  ♡ 親が正直であれば 子どもは ■であることの大切さを知る 
  ♡ 子どもに公平であれば 子どもは ■のある子に育つ 

  ♡ やさしく 思いやりをもって育てれば 子どもは ■子に育つ 
  ♡ 守ってあげれば 子どもは ■子に育つ                   （ドロシー・ロー・ノルト博士 「子は親の鏡」より)  

♡ 和気あいあいとした家庭 
  で育てば 子どもはこの 
  世の中は ■だと思える 
  ようになる 


