＊ちびっ子親子向け＊

※新型コロナウイルスの関係で変更になる可能性があります。
子ども交流センターHP にてご案内しますので、確認をお願いします。

４月
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み～さんのすっきり♪
リフレッシュタイム

休館日 毎週月曜日･年始年末
入館料 無料
（国民の祝日法に規定する休日にあたる場合はその翌日）
開館時間 9:00~17:00（3 月~10 月）9:00~16:30（11 月~2 月）

クラブ受付

20 分ですっきり！育児中につかれた
お母さんの体をケアします(育児中の母親対象)
無料 申込制 持ち物：大きめのバスタオル
申込受付：３月２３日～(先着順)
参加できる時間は、予約の際ご確認下さい。

5 日、12 日、19 日、26 日は休館日

はぐカフェ

日 曜日

行事名

時間

1

木 かなえのママ＆ベビーヨガ

3

土

4
8

日 まつ兄ちゃんの紙粘土教室
14:00～16:00
木 み～さんのすっきり♪リフレッシュタイム 10:00~15:00

わんぱくアート

10:30～12:00

あそびにコンビニ！ ビー玉マシン

➀13:30②14:40

10

土 あそびにコンビニ！ ビー玉マシン

11

日

吹奏楽クラブ

17 土 あそびにコンビニ！ ビー玉マシン

➀13:30②14:40

18 日 あそびにコンビニ！ ミニチュア教室

➀13:30②14:40

21 水 子育てサロンさくらっこ

➀10:00②11:00

➀13:30②14:40

25 日 あそびにコンビニ！ ミニチュア教室

➀13:30②14:40

29 木祝 あそびにコンビニ！ ミニチュア教室

➀13:30②14:40

ママと赤ちゃんのスキンシップ♪
フィットネス効果はもちろん、ストレス解消や、
赤ちゃんの体力アップにも！ 無料 申込制
生後 2 ヶ月～1 歳未満の親子対象
(先着５組) 申込受付：３月２３日～

各クラブによって、開催日時や対象学年、
募集人数が違います。

にこにこ教室

詳しくは募集チラシを見て頂くか、

ベビーマッサージ教室☆オイルを使うことで、
お肌に優しく、リラックス効果も！
タオル、オイル、母子ともに水分補給が
できるものを持って来てください(各回 7 組)
オイルは 500 円でレンタルもできます
無料 申込制 乳幼児と保護者対象
申込受付：３月２３日～

センターまでお問い合わせください。

10:30～12:00

24 土 あそびにコンビニ！ ビー玉マシン

かなえのママ＆ベビーヨガ

一人で複数のクラブに申し込むことはできません

み～さんのすっきり♪リフレッシュタイム 10:00～15:00
はぐカフェ

子育てサロンさくらっこ
紙芝居や季節行事など親子でふれあい遊び、
子育て相談や参加者同士の交流も。(各回７組)
無料 0 歳～2 歳までの親子対象
申込受付：当日 9：45～

5 月から 12 月まで毎月一回活動します
(※演劇クラブはのぞく)6 回以上参加した人には、
修了証をもらえます。君はどれに挑戦する？

➀13:30②14:40

10:30～11:30

演劇クラブ

(募集は終了しました)

➀13:30②14:40

14 水 にこにこ教室

図工クラブ

英語クラブ

クラブ受付開始日 11日～20日まで
あそびにコンビニ！ ミニチュア教室

22 木

絵画クラブ

10:00～11:00

絵本の読み聞かせを親子で楽しもう★
ママさんの茶話会もあります！
コミュニケーションの場として皆さんの
ちょっとしたきっかけになるかも！ 無料 申込制
申込先 はぐはぐ事務局 070-6559－9557

＊手作り教室＊
わんぱくアート

◎開演時間に遅れると入場できません。余裕を持ってお越し下さい。
◎ ９日(金)メンテナンスの為、プラネタリウムはお休みします。
高校生以上 400 円 3 歳以上 100 円 3 歳未満 無料

五感を使って自分だけのアートを作ろう！
子どもならではの味のある作品ができます！
今回は『トーテムポール』
有料 200 円 申込制 先着１０名
当日空きがあれば受付可(年長･小学生対象)

★ぴよぴよプラネタリウムは現在申込制です
(ひと家族 6 名まで)電話か受付でお申込みください。

まつ兄ちゃんの紙粘土教室

●７日(水)～30 日(金)

●１日(木)～６日(火)
9:40

平日
土日祝
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プラネタリウム
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Ｆａｘ（０７６）２４３－６７７４ https://www.i-oyacomi.net/i-kodomo/default.php ←最新情報はこちらでどうぞ！※記載内容は都合により一部変更･追加になる場合があります

まつ兄ちゃんと一緒に紙ねんどでいろんな
モノをつくっちゃおう♪ねんどの可能性は無限大★
有料 100 円 申込制 各部先着 10 名
当日空きがあれば受付可。

あそびにコンビニ！
毎月いろんなものを作れるおもちゃ教室☆
今月は「ビー玉マシン」 50 円と
「ミニチュア教室」 １００円
日によって作れる物に違いあり。
左の表で確認してネ
有料 申込制 各部先着 10 名
当日空きがあれば受付可。
途中参加はできません

