
Kosodate Navi 費用表記がないイベントは無料

ここるっくしんかわ　　　　　　　 ☎42－5569
親子リトミック
ピアノの音に合わせて、リトミック運動を楽しみま
しょう。
■時　12月13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　藤村有快氏
■対　2歳6か月～就園前の子と保護者（弟や妹の参
加不可／0歳の子はおんぶ紐使用で同伴可）
■定　10組（先着順）
■申　12月6日㈪10時より電話

へきなんファミリーサポートセンター　☎41－2555
ファミサポ交流会
クラフトテープでしめ縄リースを作ろう。
■時　12月12日㈰　13時30分～16時
■所　へきなん福祉センターあいくる

■講　竹内芳香氏
■対　ファミサポの会員と興
味のある人、小学生以上の
子と保護者（小学生未満入
場不可）
■定　10人
■￥　300円
（協力会員は無料）

■申　11月28日㈰（ファミサポ会員は21日㈰）より
電話又は直接
※28日㈰は10時から電話受付のみです。

東部児童センター　　　　　　　　 ☎93－1195

TOZAP測定会
様々な運動器具を使って体力測定をしよう。
■時　11月25日㈭　16時～17時
■対　小学生以上
■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　11月26日㈮　10時～10時30分、10時40分
～11時10分
■講　東りつ子氏
■対　市内在住の未就園児と保護者
■定　8組
■申　11月10日㈬10時より電話又は直接
※10日㈬は電話受付のみです。

明石公園　　　　　　　　　　　　 ☎48－1722
明石公園観覧車前広場に色々なお店が大集合する大
人気のマルシェです。お気に入りの物を見つけまし
ょう。
■時　11月28日㈰　9時～16時

＼知ってますか？／

YouTube碧南市広報チャンネルあおいパーク お菓子教室
■問　あおいパーク　☎43-0511

手作りの楽しさを体験してみませんか。

■所　あおいパーク
■■申　各申し込み開始日9時より直接

■問　経営企画課広報戦略係　☎95-9867
旬の野菜の収穫やまちの話題、市長のメッセージなど
様々な動画を公開しています。へきなん広報大使中村
優花さん出演のプロモーションビデオも好評公開中です。
YouTubeには、以下の2次元コードや碧南市LINE公式
アカウントのメニューから、すぐにアクセスできます。

動画への「いいね！」やチャンネル
登録いただけると励みになります

日程（いずれも9時20分～12時）

全共通 ■所　東部児童センター

とーざっぷ

ユーチューブ

令和4年
1月13日㈭ 2月3日㈭とき

1,600円1,600円

内容 柚子あん
ロール

チョコスフレ
と大福

参加費
（当日集金）

イチゴの
タルトレット

未定

3月3日㈭

2月3日㈭申し込み
開始日 1月13日㈭12月2日㈭

13

子育 て ナビ
Kosodate Navi

全共通 ■所　ららくるにしばた
■定　各申し込み初日は電話受付のみ

全共通 ■所　棚尾児童センター

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　12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歳誕生月の親子
※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　11月17日㈬10時より電話又は直接　

ららくるひろば
■時　12月9日㈭　10時30分～11時
■内　ピアノコンサート
■対　未就園児親子
■定　6組
■申　11月25日㈭10時より電話又は直接

子育て講座
■時　12月10日㈮　10時30分～11時
■内　保健師による講話「トイレトレーニング」
■対　市内在住の未就園児の親（子どもの同伴可）
■定　6組（先着順)　
■申　11月26日㈮10時より電話又は直接

ベビママのつどい
ふれあい遊びやママ同士の情報交換を行います。
■時　12月15日㈬　10時～11時30分
■対　1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。
■定　6組（先着順)
■申　12月1日㈬10時より電話又は直接

きっずクラフト
クラフトバントでかわいいバックを作ろう。
■時　12月18日㈯　13時15分～14時45分
■講　竹内芳香氏
■対　小学生 
■定　6人（先着順）　
■申　11月22日㈪10時より電話又は直接

ららくるにしばた　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ☎43－3434

ぴよぴよタイム クリスマス

　

クリスマスのおはなしとふれあい遊びを楽しみまし
ょう。
■時　12月17日㈮　10時30分～11時30分
■対　市内在住の6か月～1歳になる月の親子
■定　6組
■申　12月2日㈭10時より電話

わくわくタイム えいごで遊ぼう
エリック先生とふれあい遊びをしながら英語に親し
もう。
■時　12月1日㈬　10時30分～11時
■対　市内在住1歳6か月以上の乳幼児親子
■定　20組
■申　11月24日㈬10時より電話又は直接

棚尾児童センター　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ☎48－2278
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