
東部児童センター　　　　　　　　 ☎93－1195
いちごちゃんサロン
身体測定、ふれあい遊びなど、お母さん同士の交
流の場です。
■時　9月10日㈮　13時30分～14時30分
■対　市内在住の生後1か月～12か月の子と母親
■申　不要

わらべうたであ・そ・ぼ
わらべうたを通して親子の触れ合いを楽しみまし
ょう。
■時　9月17日㈮　10時～10時30分、10時35分～
11時5分
■講　東りつ子氏
■対　未就園児と保護者
■定　8組
■申　9月8日㈬10時よ
り東部児童センター
※8日㈬は電話受付の
みです。

ここるっくしんかわ　　　　　　　 ☎42－5569
親子で運動しよう！
身体作りやバランス感覚を養い、運動遊びを楽し
みましょう。
■時　9月27日㈪　10時15分～11時15分
■所　へきなん福祉センターあいくる
■講　たぶち優子氏
■対　2歳～就園前の子と保護者
■定　10組（先着順）
■申　9月17日㈮10時より電話でここるっくしんか
わ

へきなんこども園　　　　　　　　 ☎41－7394
手しごとクラブ
～バスボム作りを楽しみませんか～
■時　10月21日㈭　10時～11時30分
■所　へきなんこども園
■講　原田里香氏
■定　6人（先着順）
■￥　500円
■申　9月28日㈫9時より電話でへきなんこども園
※託児希望は、申し込み時に知らせてください。

ららくるにしばた　　　　　　　　 ☎43－3434
ベビママのつどい
ふれあいあそびやママ同士の情報交換を行います。
■時　9月15日㈬　10時～11時30分
■対　1歳誕生月までの子と母親
※兄や姉を連れての参加はできません。
■申　9月1日㈬9時30分よりららくるにしばた
※1日㈬は電話受付のみです。

親子ヨガ
親子でスキンシップをとりながら、楽しく体を動
かしましょう。
■時　9月24日㈮　10時30分～11時
■講　杉浦秀美氏
■対　1歳誕生月の翌月～2歳誕生月までの子と母親
※きょうだいを連れての参加はできません。
■申　9月10日㈮9時30分よりららくるにしばた
※10日㈮は電話受付のみです。

棚尾児童センター　　　　　　　　 ☎48－2278
センタードッジ
ホールで思いっきりドッジを楽しもう。
■時　①9月9日㈭②9月16日㈭　16時～16時45分
■対　①小学1～3年生②全学年
■申　不要

かざぐるまさんのお話し会
いろいろなお話に触れてみよう。
■時　9月14日㈫　10時30分～10時50分
■対　乳幼児と保護者
■申　不要

ベビ♡ママくらぶ
■時　9月28日㈫　13時30分～15時
■内　ふれあい遊び、身体測定など
■対　棚尾・大浜・中央・日進地区在住の生後3か月
以上の子と母親
■定　6組（先着順）
■申　9月10日㈮10時より電話又は直接棚尾児童セン
ター

子育 て ナビ
Kosodate Navi

全共通 ■所　東部児童センター

全共通 ■所　ららくるにしばた
■定　各6組（先着順）

全共通 ■所　棚尾児童センター

222021.9.1

文化会館　              　　　　　　 ☎42－3511
プレイメイトと遊ぼう
お兄さん、お姉さんと一緒に遊ぼう。1人何回で
も参加できます。

■対　小学生
■定　各15人（先着順）
■￥　各200円（当日集金）
■申　9月4日㈯9時より電話又は直接文化会館内生涯
学習課

油ヶ淵水辺公園　　　　　　　　　 ☎41－1515
生き物観察会
油ヶ淵の田んぼビオトープにいる生き物を、捕ま
えて観察します。
■時　9月19日㈰　10時～12時（受付9時30分～／
荒天中止）
■所　油ヶ淵水辺公園自然ふれあい生態園
■定　30人程度（小学3年生以下は保護者同伴）
■持　帽子、長靴、タオル、飲み物など
※汚れてもいい服装で来てください。
■申　不要

トヨタ自動車ビーチバレーボール部のコーチによ
る、ビーチバレーボール教室です。サラサラの砂だ
から転んでも平気です。未経験者でも大丈夫です。
砂の上でバレーボールを楽しみましょう。
■時　10月6日以降の毎週水曜日
18時30分～20時30分

■所　碧南緑地ビーチコート
■対　小学5・6年生、中学生（市内優先）
■定　24人（申し込み多数の場合は抽せん）
■申　9月1日㈬～15日㈬に参加費を添えて臨海体育
館内スポーツ課
■注意
・参加者が10人に
満たない場合は開
講せず参加費を返
金します。
・申込締切日以降の
キャンセルによる
返金はできません。
・市外の人も申込書
は出せますが、締
切日に定員の空き
がある場合のみ参
加できます。

親子を対象とした親子スイミング参加者を募集し
ます。
日程（全4回）

■所　サン・ビレッジ衣浦
■内　①浮く練習から15m泳ぐ練習②クロールで25m
泳ぐ練習
■対　①小学1～3年生②小学1～4年生（小学3年生以
下は保護者同伴）
■定　各5人（先着順）
■￥　プール入場料（大人440円・子ども220円）の
み必要
■申　9月4日㈯12時よりサン・ビレッジ衣浦

Kosodate Navi 費用表記がないイベントは無料

ビーチバレーボール教室受講生募集
■問　NPO法人へきなん総合型スポーツクラブ

☎42－4233

親子スイミング参加者募集
■問　サン・ビレッジ衣浦　☎41－2655

日程（いずれも9時30分～11時30分）
ところ

10月9日㈯

12月18日㈯ 文化会館

東部市民
プラザ

とき
ニュースポーツで
体を動かそう

内容

描いて切って貼って
楽しい工作

令和4年
2月26日㈯ 文化会館 お菓子作り

10月2日㈯、9日㈯、
16日㈯、23日㈯

日付

11月6日㈯、13日㈯、
20日㈯、27日㈯
令和4年1月8日㈯、15日㈯、
22日㈯、29日㈯

①16時～16時30分
②16時30分～17時

時間
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