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寒さも本格的になってきました。様々な感染症も流行る時期です。

2021 年 12 月 20 日発行

引き続き、感染症対策に気をつけて、元気に過ごしていきましょう。
2022 年は、穏やかな毎日を過ごせますように…。
子どもたちの笑顔が輝く一年となりますように…。

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
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◎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。
１/４・1８・２５(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。
１/１１(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
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。

１/12(水) 10:30～11:30
場所：庄原ひだまり広場

おはなし広場

わんぱく広場

手遊びやふれあい遊びを
交え、「ふゆ」をテーマに
絵本の読み語りをします。

１/１７(月)10：30～11:30 「 園 庭 で雪 遊 び」

１/24（月)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

「がらがらバンド」
手首や足首に付けて動か
すと鈴が優しくなります。
ねんねの赤ちゃんから
楽しめます。
。
１/21(金) 10:30～11:30
場所：庄原ひだまり広場
材料費：２00 円
※要申込(定員６家庭)
※オンライン開催に変更あり

雪だるま作りやそり遊びを楽しみましょう。
※親子とも雪遊びができる服装で(手袋、帽子、長靴など)
※天候により変更あり

２/２(水)10：30～11:30 「なんちゃって豆まき」
オニのお面を作って、豆まきごっこをしましょう。
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

お し ゃべ り広 場

７日(金)までに

こっこ広場
「歯磨き指導」
子どもたちの大切な歯。
歯磨きの仕方やコツを
習ってみませんか。

１/27(木) 10:30～11:30
場所：西城キッズルームひよこ
講師：宮崎歯科クリニック
宮崎さん 石原さん
(歯科衛生士)
※要申込(定員５家庭)

赤ちゃん広場

１/11(火)10:30～11:30

「手湯つき
セルフハンドマッサージ」 講師：坂野 愛弓さん

(認定エステティシャン)

２歳児親子の集い

「絵本でふれあい」

「お正月遊び」

おはなしボランティア
「おはなしのいずみ」さん
による読み聞かせです。
赤ちゃんと一緒に楽しみ
ましょう。おすすめの絵本
紹介もあります。

手作り凧で遊びましょう。
活動後には、 日頃の思い
や子育てについて情報交
換しましょう。保育士（ほの
ぼのネット）によるアドバイ
スも受けられます。

１/26(水) 10:30～11:30
場所：庄原ひだまり広場
※要申込(定員８家庭)

ハンドメイキング

なかよしサロン

※1・2 月ともに要申込

１/12(水)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

１/1８(火)１３:00～１５:００

講師：笹田 順子さん
場所：西城
ひよこ
３６０°使える円形のスタイを 参加費：700 円(材料代)
※要申込(定員５家庭)
作りましょう。

「360°ぐるっとスタイ」

まだまだ寒くなるこの季節、
場所：西城
ひよこ
わが子に触れる手はいつも
参加費：５00 円(クリーム代) 「※オンライン開催に変更あり」の行事は、感染症の状況に
温かく！温めてほぐしましょう。
※要申込(定員５家庭)
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。
「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」

１/15(土)10:00～12:00
場所：庄原ひだまり広場

オンライン開催に変更になった場合に備えて、
各支援センターからの発信を受け取ることができるように、
お使いのスマートフォンの設定をしませんか。
各子育て支援センターで設定のお手伝いをしています。
ZOOM アプリをインストールし、メールアドレスを登録
するなどの簡単な設定です。この時期にお勧めします。

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。

