
日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5

子育てひろば 子育てひろば 親子ふれあい遊び

財部保健福祉 生きいき健康センター

センター 大会議室

6 7 8 9 10 11 12
子育てひろば 子育てひろば 親子ふれあい遊び

財部保健福祉 生きいき健康センター

センター 大会議室

13 14 15 16 17 18 19
子育てひろば 子育てひろば 育児講座

財部保健福祉 生きいき健康センター

センター 大会議室

20 21 22 23 24 25 26
子育てひろば 育児講座 親子ふれあい遊び

財部保健福祉 生きいき健康センター

センター 大会議室

27 28 29 30 31
子育てひろば 子育てひろば 親子ふれあい遊び

財部保健福祉 生きいき健康センター

センター 大会議室

自由遊び 自由遊び 歯に関する相談

　　※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。

自 由 遊 び
ボールで遊ぼう ボールで遊ぼう

ボールで遊ぼう
誕生会

子育て支援センター

自 由 遊 び

自 由 遊 び

子育て支援センター

子育て支援センター

自由遊び

自由遊び

山
の
日

身体測定
健康相談

弥五郎伝説の里 子育て支援センター

弥五郎伝説の里

プール遊び

エコバックを作ろう ベビーマッサージ 英語で遊ぼう
エコバックを作ろう

子育て支援センター弥五郎伝説の里

自由遊び

子育て支援センター

自 由 遊 び
プール遊び プール遊び

子育て支援センター 弥五郎伝説の里

遊べるおも
ちゃを作ろう

弥五郎伝説の里

遊べるおも
ちゃを作ろう

子育てひろば・親子ふれあい遊び
午前10時30分～11時30分 受付は10時～

◆「歯に関する相談 」

日 時：８月１７日（木） 受付：１０時～ 開始：１０時３０分

場 所：生きいき健康センター

講 師：曽於市歯科衛生士 吉水幸江さん

◆「ベビーマッサージ」

日 時：8月２３日（水）受付：１０時～ 開始：１０時３０分

場 所：財部保健福祉センター

講 師：Pichi tomato 代表 橋口 志保子先生

対 象：曽於市在住の２ヶ月～１才（８月末現在） １０組限定

準 備：バスタオル，フェイスタオル，水分補給用の飲み物
※予約が必要です。くわしくは裏面をご覧ください。

８月の行事予定表

今月の育児講座

曽於市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

http://www.smile‐kids.jp/sooshi

平成２9年 号

ちっちゃな砂

場もあるよ

帽子を持って

きてね！！

照り付ける太陽と真っ青な空，まだまだ暑い日が続きます。

１年のなかでもっとも暑いこの季節。この時期ならではの，水遊びなど，大

人も，子どもたちと一緒に楽しみながら，暑さを乗り切りたいですね。

汗をかく前とあとにこまめな水分補給をしましょう。また、暑さで疲れや

すい時期ですので早めに就寝し、疲れを翌日に残さないようにして，楽しい

夏をお過ごしください。

育児相談 （月～金）午前 ９時～午後４時

キッズルーム開放 （月～金）午前１０時～１２時

午後 １時～ ３時

親子で一緒に遊べます。お気軽においでください。

※予約は必要あ

りませんが、時間

に余裕をもってお

越し下さい。

※３日の身体測定・健康相談の日は母子手帳を忘れなく!!時間にゆとりをもっておこしください

※８日９日１０日はビニールプールで遊びます。ぬれても良い服装で帽子・タオル・ 着替え等

準備をお願いします。（オムツのお子さんは水遊び用オムツでお願いします）

９月の親子ふれあいデイのお知らせ

◆子育て支援センターで９月９日（土）１０時～１２時まで開催します。生きいき健康セン

ターを開放して，身体測定・製作コーナー・キッズルームなど利用できます。フリーバ

ザー（無料）もあります。赤ちゃんハイハイ競争もありますのでお申し込み下さい。小さい

お子さんのいらっしゃる方お待ちしてます。



　

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。

子ども達は水遊びやプールが大好き。暑い日はたっぷり楽しみたい

ものです。そこで・・・支援センターでも，ビニールプールを出し

て，水遊びをしたいと思います。希望される方は，準備をしてお越

しください。

曜日：8月２日・１６日・23日（いずれも水曜日）

時間：１０：００～１1：3０（自由あそびの中で）

準備するもの：ぬれてもよい服装，帽子，タオル，着替え

はきもの，水分補給用飲み物等（お母さんも）

オムツのお子さんは水遊び用のオムツ

※ 雨天の場合は，いつも通りの自由あそびになります。

８月３１日（木）の親子ふれあい遊びの日は，８月生

まれのお子さまにぷちプレゼントがあります。

親子写真を撮りますので，８月生まれのお子さまは，

１０時２０分までにはお越しください。

みんなでおたんじょうびのうたをうたって，

お祝いしましょうね。

8/ 6(日) 高原病院 76-1050

昭南病院 482-0622

8/ 11(金) 末吉胃腸科外科クリニック

76-8177

8/13(日) 加藤内科クリニック 482-0162

財部中央病院 72-1234

8/20(日) 昭南病院 482-0622

財部記念病院 72-1000

8/27(日) 津曲胃腸科整形外科 482-0241                                            

鮫島クリニック 72-0777

8/6（日）有馬医院（上長飯町） 23-2610

8/11（金）柳田病院（東町） 22-4862

8/13（日）早水公園クリニック（早水町）36-6117

8/14（月）冨田医院（栄町） 23-4586

8/15（火）沖水こどもクリニック

（太郎坊町） 27-5656

8/20（日）城南病院（大王町） 23-2844

8/27（日）たけしこども医院（三股町） 51-0005

【曽於市管内】

8月の日曜・休日当番医
【都城市・北諸方郡内】

※当番医は変更になる場合があります。

おたんじょうびおめでとう

「すっぽんぽっんのはだかんぼう」 作・植垣歩子

バナナくん，りんごちゃん，みかんちゃんに，くりくん。

ようふくぬいで，すっぽんぽん。さいごは，ゆうくんも，すっぽ

んぽん！みーんな，はだかんぼで，どこいくの？言葉のリズ

ムが楽しい絵本です。

♪ 読みたい え・ほ・ん ♪

◆ベビーマッサージ参加募集
日 時：８月２３日（水）受付：10時～ 開始：10時30分

場 所：財部保健福祉センター

講 師：Pichi tomato 代表 橋口 志保子先生

対 象：曽於市在住の２ヶ月～１才（８月末現在）

定 員：１０組限定 先着順 （参加料：無料）

準 備するもの：バスタオル，タオル，水分補給用の飲み物

受付期間：１４日（月）～１８日（金）まで

申し込み先：曽於市子育て支援センターへ直接お越しいただくか，

または電話での受け付けもいたします。

※予防接種後１日以上経過していることが条件です。

◆９月９日（土）親子ふれあいディ 赤ちゃんハイハイ競走の参加募集

受付期間：８月２８日（月）～９月１日（金）まで (曽於市在住の方 定員 ２０組）

申し込み先：曽於市子育て支援センターへ直接お越しいただくか，または電話での

受付もいたします。

◆使わなくなったベビー服・おもちゃ・本などがありましたら，８月３１日までに，支援センター

・子育てひろば（財部・弥五郎伝説の里）にお持ちくださるとありがたいです。


