
日 月 火 水 木 金 土
1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15
おおすみひろば たからべひろば すえよしひろば

財部保健福祉 生きいき健康

センター センター

16 17 18 19 20 21 22
すえよしひろば おおすみひろば 育児講座 すえよしひろば

生きいき健康

センター

23 24 25 26 27 28 29
育児講座 たからべひろば 育児講座

生きいき健康

センター

30 31

各支援センター 各支援センター 各支援センター 各支援センター

身体測定 作って遊ぼう お店屋さんごっこ

大隅弥五郎伝説の里 各支援センター

おもちゃを作ろう 親子ビクス

大隅弥五郎伝説の里
財部保健福祉

　　　センター

センター開放

各支援センター

英語で遊ぼう
節分飾り

　　※子育て通信は，曽於市ホームページ・携帯サイトでもご覧になれます。携帯サイトへ登録すると，自動的に通信が配信されますので，便利です。 是非，ご活用下さい！！

センター開放

各支援センター

センター開放

成人の日

生きいき健康
　　　センター

各支援センター 各支援センター

０歳児デー

【身体測定】

ベビーマッサージ

大隅弥五郎伝説の里
財部保健福祉

　　　センター

センター開放

サーキッドで遊ぼう パーソナルカラーのはなし
センター開放

センター開放センター開放 センター開放 センター開放

・・・今月の育児講座・・・   

 

  

１月の行事予定表 
令和４年                  号 

 曽於市すえよし子育て支援センター 

   曽於市末吉町二之方2342番地2 

    ☎ 0986(76)6565 (直通) 

    ☎ 0986(76)1111(内線1415)                    

          そお生きいき健康センター内 
 

 曽於市おおすみ子育て支援センター 

   曽於市大隅町岩川5718番地１ 

    ☎ 09９(482)2875 (直通)   

      大隅弥五郎の里「ふれあい館」内 

 

 曽於市たからべ子育て支援センター 

    曽於市財部町南俣５０４番地１ 

     ☎ ０９８６(７２)２２６６ (直通)   

       財部保健福祉センター内 

《お知らせ》◎新型コロナウイルス感染拡大防止のため，利用内容・行事

等については，今後の感染状況によって変更・中止になる場合があります

ので，ホームページ・子育て支援センターにてご確認ください。 

 

育児相談        （月～金）午前 ９時～午後４時 

センター開放     （月～金）午前１０時～１１時３０分 

                     午後 １時～ ３時 

一時預かり      （月～金） 午前９時～１０時 または午後３時～４時 要予約 

   ※詳しい内容は、各支援センターまで、お問い合わせください。 
 
 
 
 

曽於市子育て支援センター 

☆親子ビクス☆  定員：未就園児親子 曽於市内在住７組 

 日時：１月１９日(水)  場所：財部保健福祉センター 

 講師：田鍋いずみさん（OKJインストラクター） 

 準備するもの：水分補給用飲み物 

 親子で一緒にふれあい、楽しみながら運動します。動きやすい服装でおいでください。 

 

☆ベビーマッサージ☆  定員：２ヶ月～１歳(１月末現在) 曽於市内在住５組 

 日時：１月２５日(火) 場所：大隅弥五郎伝説の里 

 講師：橋口 志保子さん（Puchi tomato） 

 準備するもの：バスタオル・ミルクかお茶  

  ※予防接種１日以上経っていること 

   予約受付：１月１１日(火)～１月１８日(火) 

 

☆パーソナルカラーのはなし☆  定員：未就園児親子 曽於市内在住５組 

 日時：１月２７日(木)  場所：生きいき健康センター 

 講師：中村 有香さん（パーソナルカラーアナリスト）  

    予約受付：１月１７日(月)～１月２１日(金) 

 

  育児講座・各ひろばについては、 

        人数制限をしていますので、予約をお願いいたします。 

  年末年始は，今までとは，少し違った形で迎えられて

いることでしょう。 

元気に過ごすために，食事・運動・睡眠のバランスを大切

にお過ごしください。。  

 今年も，子どもたちの成長を温かく見守りながら，子育

てのお手伝いをさせていただきたいと思っています。 

 支援センターをお気軽にご利用下さい。子育てを一緒に

楽しみましょう。 

今年もよろしくお願い致します。 
  

 

  

あけまして おめでとうございます 

１月３日までは 

 お休みです。 

新型コロナウイルス感染対策について，下記のことに注意し

て対応しております。 

※熱・鼻水・風邪等の症状のあるお子さまについては，ご遠

慮をお願いしております。 

※利用の際は，検温・マスク着用・手指消毒をお願いします。 

0歳児デー（1歳になる前の月まで） 

 曽於市在住の1歳未満の親子の方、

遊びに来ませんか？みんなで楽しくお

しゃべりしたり、情報交換しませんか。

お待ちしています。  

  ・・7組限定・・予約してね・  



　　

 子育て支援センターが，ステキな出会いの場になりますよ

うに，また楽しく子育てができるようにお手伝いします。身

近に相談する人がいない時，近所に遊び相手がいない時など，

気軽にご利用ください。スタッフ一同心よりお待ちしており

ます。 
 

 

 

   
               

 

２月の行事予定  

今，子育て支援センターでは・・ 

 
☆フラワーアレンジメント☆ (受付１０時～ 開始１０時３０分) 

日時：２月３日(木)  

場 所：生きいき健康センター 

講 師：片平 幸美さん 

対 象 :  未就園児親子 ５組 初めての方を優先します。 

準備するもの：自己負担額 800円（当日集めますので，釣り銭のないようお願い致します。） 

       剪定バサミ 紙（ビニール）袋 

予約受付：１月24日(月）～1月28日(金) 

     

   

おたんじょうび 

 おめでとう 

☆ パクパクッキング☆  (受付９時３０分～ 開始１０時) 
日時 ：２月１７日（木） 場所  ：生きいき健康センター 

講師 ：曽於市役所 管理栄養士 古川 愛さん 山川 友莉恵さん  

対象 ：離乳食完了の親子（1歳6か月～） 曽於市在住  未就園児親子 ５組   

予約受付：２月1日(火)～２月１０日(木) 

         

       

 

 子育て支援センターでは，そ

の月のお誕生日のお友達(未就

園児)に，プチプレゼントを準

備しています。 

スタッフにお声かけ下さい。 

 
【すえよし子育て支援センター】 【おおすみ子育て支援センター】 

【たからべ子育て支援センター】 

《クリスマス製作》 
《クリスマス製作 》 

《クリスマス会 》 

キッズルーム開放の時間は，

ゆっくりお子さまとの時間

を過ごせる自由あそびと

なっています。 

ご利用ください。 

１月７日は七草 

 昔から１月７日に七草がゆを食べると病気をしないという

言い伝えがあります。また、これは年末年始にごちそうを食

べたり、お酒を飲んだりして、疲れ気味の胃腸を休めるため

の智恵だとも言われています。 

 「春の七草」とは、せり、なずな、ごぎょう、はこべら、

ほとけのざ、すずな（かぶ）、すずしろ（だいこん）の七つ

の野草です。 

家族の無病息災を願って、我が家なりの七草がゆを作ってみ

てはいかがでしょう。 

☆ 救急のはなし☆  (受付10時～ 開始１０時30分) 
日時 ：２月８日（火） 場所  ：大隅弥五郎伝説の里 

講師 ：大隅曽於地区消防組合 救急救命士さんです 

対象 ：未就園児の親子７組・救急のお話に関心のある大人2名 

    予約受付：１月24日(月)～１月28日(金) 

         

       

「子どもをとりまく事故防

止について・いざという時

のための対処法など」子育

て中の方々に身近な事例な

どの紹介や、すぐに役立つ

お話が聞けます。 

♪よみたい え・ほ・ん♪ 

『ついて おいで』 

 
ついて おいで 

  みんな ついて おいで 

 

    文／やすえ りえ 

    絵／でくね いく 

各子育て支援センターで 

借りれます 


