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お日さまに向かってひまわりが咲き始めました。いよいよ夏本番です。

庄原・板橋・西城子育て支援センターでは、天候等の状況に応じて水遊びをしています。密にならない
ように複数のタライを用意し、小さなお子さんも楽しめるよう水温にも配慮して行っています。
夏ならではの遊びを体験させてあげたいですね。

今後の感染症の状況によっては、行事開催や施設利用について
急遽、変更することがあります。
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【里山こども未来会議ホームページ】
子育て支援センター開設変更のお知らせや
支援センターの様子をご覧いただけます
●利用にあたってのお願い●

◎発熱・咳・鼻水等、体調不良などの
症状がある場合、また、ご家族に体
調不良の方がおられる場合は利用
をご遠慮下さい。
◎来所時には、手洗い、消毒をお願
いします。
◎保護者の方はマスクを着用してく
ださい。(子どもさんは可能な範囲で)
◎入館の制限や滞在時間の制限を
させていただく場合があります。
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開設日・時間：月～土曜日（第５土曜日・祝日を除く）
9:30～16:00
庄原市西本町 2-12-8
Tel・Fax 0824-75-0222
oidehidamari@mx91.tiki.ne.jp

開設日・時間：火・木曜日（祝日を除く）
9:30～12:00 13:00～15:30
庄原市西城町中野 192
TeL 090-8067-1943
mikoto-kosodate@int.city.shobara. hiroshima.jp

庄 …庄原ひだまり広場にて
○
板 …板橋ひだまり広場にて
○
西 …西城キッズルームひよこにて
○
ジ …ジョイフルぽかぽか広場にて
○

開設日・時間：月・水・金曜日（祝日を除く）
9:30～12:00 13:00～15:30
火・木曜日（祝日を除く） 9:30～12:00
庄原市板橋町 181-3 Tel・Fax 0824-72-6720
itabashi6720@outlook.jp

開設日・時間：月・水～日曜日
子育て支援：9:30～16:00
ファミリーサポート・一時預かり：9:30～18:30
庄原市西本町 2-19-1
TeL 0824-72-7205
pokapoka-hiroba@u-broad.jp

子育て相談

育児相談

日々の子育てで気になっていることや困っていることなど、一人で
抱え込まず、ご相談ください。一緒に考えましょう。身体計測もします。
８/３・１７・２４・３１(火) 10:00～12:00
場所：庄原ひだまり広場
庄原市保健医療課による育児相談日です。
助産師、保健師、栄養士が相談を受けます。身体計測もします。
８/１０(火) 10:00～12:00
場所：庄原ひだまり広場
※母子手帳を持参ください
※要申込：保健医療課母子保健係（0824-73-1214）

ふたごの会

２歳児親子の集い

双子の子育てをされてい
るお母さん、双子を出産予
定の妊婦さん、双子ならで
はの楽しいことや大変なこ
と、工夫など情報交換しま
しょう。

○親子でふれあい遊び
○交流会
日頃の思いや子育ての
楽しさ・大変さなど情報
交換しましょう。

８/５(木) 10:30～11:30
場所：庄原ひだまり広場
※要申込
※オンライン開催に変更あり

おしゃべり広場
「チリリン輪っか」
を作りましょう
ガムテープの芯で作ります。
転がしたり振ると、吊り下げ
た鈴が優しく鳴ります。

８/１２(木) 10:30～11:30
場所：庄原ひだまり広場
材料費：５０円
※要申込(定員６家庭)
※オンライン開催に変更あり

６日(金)までに

身体計測・育児相談
西城支所保健福祉係の保健師による身体計測と育児相談
です。お母さんの体のこと、子育ての悩みなど お気軽に
ご相談ください。
８/１７（火) 10:00～11:30
場所：西城

ひよこ ※母子手帳をご持参ください

※要申込：西城支所保健福祉係(0824-82-2202) 定員７家庭

８/３１(火)10：30～11:30
場所：板橋ひだまり広場
※要申込（定員５家庭）
※オンライン開催に変更あり

なるほど広場
「J カードで学ぼう防災」
防災には日頃の備えが大切。
J カード（防災カード）を使っ
て、防災について楽しく学び
ましょう。

こっこ広場

おはなし広場

「ダンボのおはなし会」

わらべうたや手遊びを交え、
絵本の読み語りをします。
「紙皿シアター」の上演も
お楽しみに！

読み聞かせグループ「おは
なし会ダンボ」さんによる
よみきかせの会です。
お気に入りの絵本をみつ
けましょう。

８/６（金) 1０：３0～1０：４5
場所：板橋ひだまり広場
※要申込
※オンライン開催に変更あり

８/1９(木)10:30～11:30
場所：西城

ひよこ

※要申込(定員５家庭)

８/２７(金) 10:30～11:30
場所：庄原ひだまり広場
講師：ひろしま J プログラム
トレーナー
※要申込(定員６家庭)

ファミリーサポートを安心して利用していただくために、
提供会員・依頼会員の交流や学びの場として研修会を行っ
ています。会員以外の方もお気軽にご参加ください。

「 体を動かして遊ぼう！」
トンネルくぐりやふれあい遊びなど、お子さんと楽しみましょう。
「庄原の小児医療を考えるひだまりの会」
庄原赤十字病院小児科の
待合室と小児科病棟、
こどもクリニックの
壁面飾りなどを作ります。

「定例会」
８/７(土)10:00～12:00
場所：庄原ひだまり広場

８/１9(木)10:00～13:00
場所：ジョイフルぽかぽか広場

※要申込(定員５家庭)
※出入りは自由です

（年間の研修会日程について、後日、会員の皆さんには送付します）

なかよしサロン
「自分でできる
８/２４(木)10:30～11:30
フェイシャルマッサージ」

BP「親子の絆づくりプログラム」“赤ちゃんがきた”
同じくらいの月齢の赤ちゃんを
育てているお母さんと一緒に、
赤ちゃんがいる生活について
話したり、学んでみませんか。
※要申込(定員７家庭)

８/４・１１・１８・２５(水)
全 4 回 10:00～12:00
場所：庄原ひだまり広場
対象：生後 2～5 ヶ月の
赤ちゃんを初めて
育てているお母さん

セルフマッサージを
習いましょう。顔のむくみ
取りに効果的、リフレッシュ
できますよ。

講師：坂野 愛弓さん

(認定エステティシャン)

場所：西城

ひよこ

※要申込(定員５家庭)

「※オンライン開催に変更あり」の行事は 感染症の状況に
応じてオンラインでの開催とします
詳細は 開催場所の子育て支援センターへお問い合わせください

育児相談を除く行事の参加申込み先は開催場所の子育て支援センターです。電話での申込みもできます。
お住まいの地域に限らず、どの支援センターでも利用や行事参加ができます。

