増田児童センター

ぴよぴよハウス in ますだ
名取市増田 3 丁目９－５６
☎０２２（３８１）１３０５
ぴよぴよハウス in ますだ 通信・２０１９年 ６月号
♪６月のイベント情報♪ 参加申し込みは、「ぴよぴよハウス in ますだ」までどうぞ！

増田児童センター

※行事の申込方法について※
とみこせんせいの

申込開始日はぴよぴよハウス in ますだの電話（３８１－１３０５）
のみにてお受けいたします。
生活や遊びの中で取り入れられる、わらべうたを楽しみま ２日目以降は、電話の他に来館時に口頭でも申込みいただけます。
ご理解・ご協力をお願いいたします。

わらべうたあそび

しょう♪２つのグループに分けて開催しますので、対象と
時間を確認してお申し込みください。

わらべうたって
★日にち：６月５日（水）
申込開始：５月 22 日（水）10:00～
☆対象：10:00～10:30…ひとり歩き前までのお子さん
時間 10:45～11:15…１歳くらいからのお子さん
★定員：各回 10 組程度
☆場所：増田児童センター 集会室

こんなに素敵♡

ゆったりとしたリズムの中で親子と触れあいながら過
ごすひとときは、心が穏やかになり情緒の安定や親子の
絆を深めます。手を握ったりくすぐったりと皮膚の刺激
は感覚機能の成長を促します。
ぬくもりいっぱいのわらべ歌、親子でたっぷり遊んで
みませんか(*´u`)♪

みんなでお祝い♪

お誕生会 ～６月生まれさん 集まれ★～
６月に生まれたお友達みんなで集まってお祝いしまし
ょう♪
どれくらい大きくなったかな？
参加した親子みんなで集合写真を撮りますよ(*^_^*)
撮った写真と手形の記念に残るカードを作ります♪
★日時：６月 20 日（木）10：30～11：30
申込期間：6 月 10 日（月）10:00 ～
18 日（火）17:00
※人数把握のため申込期間内に申し込みをお願いします。

☆場所：増田児童センター ホールまたは集会室
★定員：なし
☆対象：６月にお誕生日を迎えるお子さん
※手形をとるためインクを使います。
着替えやカバーがあると安心です(^-^)ノ
【✻次回予告✻】７月生まれさんのお誕生会は
７月 18 日（木）10:30～11:30
申込期間：７月 8 日（月）10:00～
16 日（火）17:00

ぴよぴよハウス・名取市保健センター共催

ホール DE 遊ぼう DAY
ホールに色々なおもちゃを出して遊びます♪
いつもとはちょっと違った楽しみがありますよ！
最後にはみんなで体操などをして思い切り体を
動かしましょう(*^_^*)
開催時間中は出入り自由です。
★日時：６月 14 日（金）10：30～11：30
申込なしで参加できます♪
※お楽しみタイムは 11:15 頃～を予定しています

☆対象：未就学児親子
★場所：増田児童センター

ホール

同世代親子・双子ちゃん
交流のつどい♪
対象のお子さんをもつ保護者の方同士の
交流の場として、どうぞご利用ください✿
入退室自由です。対象を確認の上、ご参加ください。
★場所：増田児童センター 集会室
☆申込み・定員：なし
※上のお子さんも一緒に参加される方はご連絡ください

歯みがき指導①
６月４日～１０日は歯と口の健康週間です。
「歯みがき」や「口内の健康」について歯科衛生士
さんに楽しく教えて頂きます。
日頃、お子さんの歯について気になっていることをこ
の機会に聞いてみませんか？

★日時：６月７日（金） １０：３０～１１：３０
☆場所：那智が丘児童センター
★対象：１歳～２歳のお子さんと保護者
☆定員：１０組程度
★持ち物：歯ブラシ（保護者とお子さんの分）、
コップ、手鏡、タオル
☆申込み期間：５月７日（火）9：００～
６月６日（木）１７：００
★申込み先：那智が丘児童センター
☎０２２－３８６－２０５１

赤ちゃんのつどい
★日時：６月 12 日（水）
10:30～11:30
☆対象：０～１歳頃の
お子さんと保護者

双子ちゃんのつどい
★日時：６月 28 日（金）
10:30～11:30
☆対象：双子のお子さん
と保護者

あっという間に春が過ぎさり、あたたかい日と雨の日が交互に来るようになってきましたね！
雨の日のお出かけでは、抱っこのお子さんはお母さんの差す傘の模様を楽しんだり、あんよのお子さんは傘
を差して長靴を履いて水たまりを踏んでみたり、たくさん冒険できますね✿
６月はホールで遊ぶ行事や、室内遊びに取り入れられる「わらべうた」を教えてもらう機会もあります。
ぜひ、遊びに来てみてくださいね♪
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コッコの時間って？？？
コッコ＝にわとり＝保護者…という連想のもと名づけた
「保護者の方の為の育児リフレッシュの時間」です。
お子さんが託児スタッフと過ごしている間
保護者の方同士の交流を楽しみましょう！！

★コッコの時間★鈴木先生の紅茶講座

「夏本番★アイスティーに挑戦！」

大好評！今年度初の鈴木先生の企画です★
３層に分かれるセパレートティーを作り、まったりティー
タイムを楽しみましょう✿
育児リフレッシュやお母さんたち同士の交流の機会として
ご利用ください♪

工作お楽しみ DAY「七夕を楽しもう♪」

★日時：6 月 25 日(火)

七夕にちなんで、花紙を丸めてかわいい織姫と

（受付時間 10:15）10:30～11:30

彦星を作ります♪ぜひ親子で一緒に工作を楽

申込期間：6 月 3 日(月)10:00～21 日(金)17:00
※事務室に参加費を添えて直接申込みをお願いいたします。

しみましょう(*^u^*)

★対象：未就学のお子さんと保護者
☆定員：8 組程度
★参加費：500 円
☆場所：増田児童センター
★持ち物：お子さんのオムツ、着替え、飲み物
ミルク、各自必要と思われるもの
※行事中、お子さんは別室にて託児になります。

★日時：7 月 5 日(金)10:30～11:30
☆申込期間：6 月 24 日(月)10:00～7 月４日(木)17:00

★対象：未就学のお子さんと保護者
☆定員：10 組程度
★場所：増田児童センター 集会室
☆持ち物：作品持ち帰り用のレジ袋

メール配信について
～ぴよぴよハウス in ますだからの知らせをメールでお
送りします～
急なお部屋利用の変更、行事についての連絡などぴよぴよハウ
ス in ますだからのお知らせをメール配信しております。
また突然「ぴよっ！」と現れる、お楽しみタイム…
メール配信限定、参加自由の行事「ぴよっ！とタイム」のお知らせ
も届きますよ☺
ぴよぴよハウス in ますだのメール配信登録は

205221＠anytown.jp へ空メール！

駐車場について
増田児童センター利用者
の駐車場は、名取市役所
駐車場になります。
名取市体育館側の地下道
を通って、お越しくださ
い。

