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1日（金）15：00～18：00行事準備のため、館内ではあそべません。　2日（土）午前は行事のため館内・館庭ではあそべません。

休

月号

板山ふれあいセンターだより №122 2022年

休休

休

あるこう

講師：石川 重治氏・山本 修二氏

２５日（月）～２７日（水） ２：３０～４：３０

こうし いしかわ しげはる し やまもと しゅうじ し

♥

いたやま こうさく

開館時間（4/1～9/30）は

9：30～18：00です。

げつ すい

休

休
♥ ♥♥

小学生対象

板チョコ わくチャレ 将棋教室

１１日（月）４：００～４：５０

♥

新型コロナウィルス感染拡大防止のため、予定している行事

などが変更・中止になる場合があります。ご了承ください。

しんがた かんせんかくだいぼうし よてい ぎょうじ

へんこう ちゅうし ばあい りょうしょう

しょう ぎ きょうしつ

４日（月）～６日（水）

４：００～５：００

小学生・幼児対象

小学生・幼児対象

げつ

暑くなってきました。こまめに水分補給をし、汗をふきましょう。

お茶・タオル（ハンカチ）を持って来館してね！

げつ すい

ふしぎ かんしょく つく

もう こ かいし

しだいしゅうりょう

山くずし、まわり将棋をしたり、駒の動かし方を教えて

いただきます。8/8の大会をめざしてがんばろう。

８月２３日（火）

①１：００～

②２：３０～

③４：００～

不思議な感触！スライムを作ろう！！

１日１個作ることができるよ。

小学生対象

各回２５人

やま しょうぎ こま うご かた おし

たいかい

Ｗｅｂサイトから

おたより配信中

あつ すいぶんほきゅう あせ

ちゃ も らいかん

休 31

７月２０日 １：００～

申し込み開始

チケットはなくなり次第終了です。

※小学生は

特別号をみてね

雨天のときは遊戯室でホールインワンゲームをするよ！
うてん ゆうぎしつ

とくべつごう

休
海の日

ゲートをボールがくぐるまでの打数を競います。帽子をかぶって運動靴

で参加してね。ゲートボールを体験してみよう！

だすう きそ ぼうし うんどうぐつ

さんか たいけん

しょうがくせい

28日（木）

10：30～11：00
☀･･･水あそび・☂･･･室内あそび

みず しつない

にゅうようじ しょうがくせい
もく

ふれあい

タイム

きん ぎょうじじゅんび かんない ど ごぜん ぎょうじ かんない かんてい

にじサポ活動

健康体操 板山万歳

4:00～5:30
雨天の場合、遊戯室の入室

は小学生のみとなります。

にち こ つく

うてん ばあい ゆうぎしつ にゅうしつ

しょうがくせい



・板山ふれあいセンターの子育て支援活動は、板山小学校区の方を優先させていただきます。

・赤ちゃん連れの方は、災害時の避難に備え、ベビースリングやおんぶひもを携帯してください。
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申込制の活動

半田市板山町1-100-8

TEL/FAX（0569）27-7655

✉furesen7655＠yahoo.co.jp

子育て支援情報誌

にじいろえがお だより

11日（月） 10：30～11：30

「チュールリボン作り」 定員10組

対象：乳幼児の親（お子さん連れ可

お子さんは親のそばで過ごします。）

対象：乳幼児親子

14日（木）

ふれあいあそびと誕生会

ふれあい

タイム

育児相談・体重測定は随時行っています。

お気軽にお声がけください。

7月

自由参加の活動

休

休

休

ぴぃかぶぅ（登録制） おやこっこ（登録制） ひよこっこ

子育て支援活動中は遊戯室での一般利用はできません。

1日（金）15：00～18：00 行事準備のため館内ではあそべません。

6日 英語でリトミック

講師：長﨑 香保里氏

13日 ☀水あそび ☂室内あそび

スマイル

フェスタ 5日 リトミック

講師：伊藤 いづみ氏

19日 ☀水あそび ☂室内あそび

ぴぃかぶぅ・おやこっこ・ひよこっこの対象児とその家族

時間 ①9：50～ ②10：40～ ③11：30～

定員：各部15組 入替制

申込受付中 定員になり次第しめきります。

休

休

休

(申込：TEL 6/20～)

対象：乳幼児親子と小学生

28日（木）

持ち物：タオル・きがえ

2日（土）

1歳児親子対象

2・3歳児親子対象

美ママ体操

休 休

わたし時間

妊産婦講座

海の日

4日（月） 10：30～11：30

対象:妊婦夫婦・産婦夫婦

（妊婦夫婦と生後５ヶ月くらいまでの子と親）

講師：中野 紀子氏 定員：10組

持ち物：クッション（大人各自1枚）

11：40～11：55 ♪うたのたね♪ 対象：0・1歳児親子

地域の廣瀬 伸江さんとわらべうたをたのしみます。

持ち物：バスタオル・ぬいぐるみ（妊婦のみ）

※あかちゃんの代わりにします。

12日（火） 10：30～11：10

持ち物：タオル・バスタオル

(申込：TEL 6/20～)

美ママ体操教室 part1
半田市福祉部健康課主催

講師：半田市健康づくりリーダー

対象:４カ月～10カ月の乳児とママ

（7・8月生）

15時から

館内ではあ

そべません

☀･･･水あそび

☂･･･室内あそび

４日(月）～6日（水）午後4：00～5：30 行事「わくチャレ」

のため、雨天の場合、遊戯室の入室は小学生のみとなります。


