
子育 て ナビ
Kosodate Navi

ららくるにしばた子育て支援センター　☎43－3434
親子リトミック
親子でスキンシップをとりながら、リズムに合わ
せて楽しく体を動かしましょう。
■時　７月１日㈭　10時20分～11時
■講　古井さおり氏
■対　２歳誕生月翌月～３歳誕生月の子と母親
※きょうだいを連れての参加はできません。
■定　６組（先着順）　
■申　６月17日㈭９時30分よりららくるにしばた
※17日㈭は電話受付のみです。

ららくるひろば
■時　７月８日㈭　10時30分～11時
■内　バナナのおやこ
■対　未就園児と保護者
■定　６組（先着順）
■申　６月24日㈭９時30分よりららくるにしばた
※24日㈭は電話受付のみです。

ママの産後ケア
ヨガやピラティス、筋コンディショニングで産後
の機能回復をしましょう。
■時　７月16日㈮　10時15分～11時
■講　杉浦秀美氏
■対　１歳誕生月までの子の母親
■定　６人（先着順）
■申　７月２日㈮９時30分より
※２日㈮は電話受付のみです。

ドラムレッスン
プロドラマーのレッスンを受けてみましょう。
■時　６月27日㈰、８月29日㈰、10月31日㈰、令和４
年２月27日㈰　13時30分～14時40分
※１人あたり20分です。時間は指定できません。
■講　神谷明和氏
■対　小学生
■定　各３人（先着順）
■申　６月16日㈬９時30分よりららくるにしばた
※16日㈬は電話受付のみです。

棚尾児童センター　　　　　　 ☎090－2572－0892
わくわくタイムたなばた会
歌や制作で七夕を楽しみましょう。
■時　７月７日㈬　10時30分～11時
■対　市内在住の乳幼児と保護者
■定　20組（先着順）
■申　６月30日㈬10時より電話で棚尾児童センター

ベビーケア＆マッサージ
赤ちゃんとママのほっこりプログラムです。
■時　７月８日㈭　13時30分～14時30分
■対　市内在住の生後３か月～８か月の親子
■定　６組（先着順）
■申　６月24日㈭10時より電話又は直接棚尾児童セン
ター

２歳の音楽あそび
音楽療法の先生と色んな楽器で遊びましょう。
■時　７月21日㈬　10時15分～10時40分、10時45分～
11時10分
■対　市内在住の２歳の子と保護者
■定　各６組（先着順）
■申　７月２日㈮10時より電話又は直接棚尾児童セン
ター

ぴよぴよタイム離乳食講話
■時　７月30日㈮　10時30分～11時30分
■内　コープあいち栄養士の離乳食講話と相談
■対　市内在住の生後６か月～１歳になる月の親子
■定　６組（先着順）
■申　７月１日㈭10時より電話又は直接棚尾児童セン
ター

全共通 ■所　ららくるにしばた全共通 ■所　棚尾児童センター

102021.6.15

明石公園　　　　　　　　　　　　　 ☎48－1722
七夕笹飾り
願い事短冊を書いて、園の笹飾りにかざりましょ
う。みんなの願い事は、神社にてお祈りしていただ
きます。
■時　６月12日㈯～７月７日㈬

キッチンカーグルメ大集合
B級グルメ、店主のこだわりグルメなど、キッチ
ンカーが大集合。お気に入りの１台を見つけましょ
う。
■時　７月３日㈯・４日㈰　９時～16時

Kosodate Navi 費用表記がないイベントは無料です

東部児童センター　　　　　　　　　 ☎93－1195
ちびっこたいむスペシャル～七夕会～
■時　７月１日㈭　10時～10時30分
■内　季節の制作や七夕にちなんだお楽しみ会
■対　市内在住の未就園児親子
■定　15組
■申　６月23日㈬10時から東部児童センター
※23日㈬は電話受付のみです。

親子でストレッチ
ストレッチでお子さんと触れ合って楽しみましょ

う。
■時　７月９日㈮　10時～10時30分、10時35分～11時
５分
■講　たぶち優子氏
■対　市内在住のしっかり歩ける未就園児親子
■定　各９組
■申　７月２日㈮10時から東部児童センター
※２日㈮は電話受付のみです。

ここるっくしんかわ　　　　　　　　 ☎42－5569
英語で遊ぼう
楽しく英語に触れましょう。
■時　７月８日㈭　10時30分～11時15分
■所　へきなん福祉センターあいくる　
■講　高松梓乃氏
■対　２歳３か月～就園前の子と保護者
※きょうだいの参加はできません。
■定　10組（先着順）
■申　７月１日㈭10時より電話でここるっくしんかわ

文化会館　　　　　　　　　　　　　 ☎42－3511
親子ふれあい講座
親子でチャレンジ！マジック講座
小道具を使って親子で楽しく、手品を習ってみま
しょう。
■時　７月10日㈯　９時30分～11時30分
■所　文化会館
■講　吉田正敏氏
■対　小学生親子（親１人につき子ども２人まで）
■定　15組（先着順）
■￥　100円／人（当日集金）
※１組500円の材料費が必要です。手品で使用した
小道具は持ち帰りできます。
■申　６月17日㈭９時より文化会館内生涯学習課

楽しい親子関係作り講座
■問　福祉課発達支援係　☎95－9885

この講座ではお子さんの行動の仕組みを理解して、
具体的な関わり方を工夫することで、子どもの発達
にプラスの効果をもたらすことを目的としています。
もっと子どもとの関わり方を知りたい、もっと子

育てを楽しみたい人は、一緒に子育てのコツを学ん
でみませんか。
■時　７月30日、８月６日、20日、９月３日、17日、
10月１日の金曜日　10時～11時（全６回）
■所　へきなん福祉センターあいくる
■対　市内在住でおおむね３歳～小学３年生の保護者
で６回参加できる人
■定　14人（先着順）
■申　６月21日㈪９時から福祉課発達支援係
※託児希望は、申し込み時に知らせてください（定
員あり）。

全共通 ■所　明石公園全共通 ■所　東部児童センター
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