
 

みんなおいで～！ 

「秋の製作」 

どんぐりトトロや松ぼっくりなどかわいい

秋をペットボトルに 

詰めてお部屋に 

飾りましょう。 

簡単な製作なので 

赤ちゃん親子も 

お気軽にご参加くだ 

さいね。 

 

 
 
 
 

わらべ歌遊び 

０才さん対象のわらべ歌遊びは和室で

行いますので、下に敷くバスタオルをお

持ちください。妊婦さんも是非遊びに来

てくださいね。 

 

おはなし会 

スタッフによる手遊びや、紙芝居、絵本

の読み聞かせです。 

 

 

赤ちゃん親子ヨガ 要予約 

親子でスキンシップを図りながら身

体も心もリフレッシュ！講師はヨガ

やダンスのインストラクター鵜沢友

香さんです。 

対象 ０才の赤ちゃんとその保護者

の方 

場所 コミセン２階和室 

定員 １２組(先着順) 

お申し込み ９月１日(土)9：00～ 

ひろばで直接か、またはお電話でお申

し込みください。  

詳細につきましては、ブログやひろば

の掲示をご覧ください。 

  

 

 

 

 

 

 

身体測定 

身長・体重の計測です。服を着たまま

測定します。初めての方は、記録カー

ドを作りますのでスタッフにお声が

けください。 

 

 

夏の赤ちゃんスタジオ 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

月Mon. 火Tus. 水Wed. 木Thu. 金Fri. 土Sat. 日Sun.

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

身体測定

10：00～11：30

13：30～15：00

おはなし会

11：00～

10：30～11：00

赤ちゃん

親子ヨガ

会議の為14時閉館

お休み

お休み

和室

みんなおいで～！

「秋の製作」

手形取り(9月生まれ）

10：00～11：30

13：30～15：００

誕生会（9月生まれ）

10：30～10：50
手形取り

10：00～11：30

13：30～15：00

9月生まれ

10：30～

０才さん

わらべ歌遊び

10：30～11:00

和室お休み

お休み

わらべ歌遊び

10：30～11：20

夏の写真を

スクラップブッキング

助産師相談

10：30～12：00

予約が出来ます。

どろんこクラブ

10：30～

赤ちゃんのごはんの

お話し

10：00～11：30
和室

WakuWakuEnglish

和室

要予約

和室

要予約

要予約

１６日

（木）１０+：３０～ 
１８日（土）１０：３０～ 

パネル布を貼った舞台に絵

を貼ったり外したりしながら

５月度は親子で遊ぼう会を

土曜日も時々行です。土曜

日は木曜日と同じ内容で

が、もちろん何度参加され

ても O.Kです。 
助産師さんとお話 

１０日（金）１０：３０～１２：００ 
２４日（金）１０：３０～１２：００ 
成田市内でご活躍の助産師さんがひろ

ばに来てくれます。赤ちゃんの事や、お

母さんの身体の事など相談をお受けし

ます。相 談

がなくても気軽におしゃべりに来てくだ

さいね。 
ご希望があれば２４日（金）も赤ちゃん

（０歳さん）

の身体測定ができます。 

誕生会・手形取り(9 月生まれ) 

９月生まれのお友だちをみんなでお

祝いしましょう。２7 日（木）は、誕

生会と手形取りを行います。 

2９日(土)は手形取りのみとなりま

す。手形取りを希望される方は、スタ

ッフにお声がけください。 

 

 

平成３０年 9月号 
ホームページ 

http://www.sansei-kai.com/nakayoshihiroba/ 

赤ちゃんのごはんのお話し 要予約 

～母乳とミルクと離乳食～ 

対象 妊娠中～生後５、６か月までの 

   初めてのお子様を持つ方（お子

さんを連れて参加できます。） 

場所 三里塚コミュニティセンター 

   ２階和室 

講師 高橋奈弥さん(助産師) 

定員 10 名(先着順)  

お申し込み ９月１日(土)９：００～ 

三里塚コミュニティセンターへお申

し込みください。 

TEL0476－40－4880 

 

 

 

Tel 0476-37-3922 



９月のうた    ９月のダンス 

WakuWakuEnglish! 

親子で楽しく英語で遊びましょう。 

英語の歌やダンス、英語の本の読み聞か

せ等を行います。 

今月は土曜日の開催となります。幼稚園

や保育園がお休みのお子さんも是非ご

参加くださいね。2 階和室で行います。

次回は 11 月を予定。 

 

 

 

 
 
 
 

夏の写真をスクラップブッキング！ 

要予約 

詳細につきましては、ひろばの掲示や 

8月 19日のブログをご覧ください。 

オレンジ・紺色・ピンクの名札のお子さ

んにつきましては、まだ若干空きがあり

ます。 

 

 
 
 
 

なかよし Garden より 

 

わらべ歌遊び 

                

                                

・「ぎっちょぎっちょ」 「エビカニクス」 

・「いわしのひらき」 

10月の予定 

 

 3 日(水)親子でヒップホップダンス！ 

5 日(金)わらべ歌遊び（0才） 

10 日(水)あいあい①➀ 

11 日(木)おはなし会 

12 日(金)身体測定 

 16日(火)あいあい② 

 17日(水)みんなおいで～！「秋祭り」 

19 日(金)わらべ歌遊び・会議の為 14時閉館 

23 日(火)誕生会・手形取り(10月生まれ) 

24 日(水)栄養相談 

26 日(金)あいあい③・助産師相談 

27 日(土)手形取り（10月生まれ） 

28 日(日)おもちゃのひろば 

30 日(火)どろんこクラブ 

 

 

 

～もうすぐ秋です！赤ちゃんと一緒にお出かけしませんか？

～ 

今年の夏は、本当に暑かったですね！でもようやくその暑さも落ち着き始め、朝晩は秋の気配を感じるよう

になりました。暑過ぎて外に出る気になれなかった・・という赤ちゃん親子のみなさん！これからの季節は、

赤ちゃん連れでお外にデビューするのには、ちょうどよい時期です。ひろばにも 9～10月は赤ちゃん向けの

講座やイベントが盛りだくさん！！ 

詳しい内容等につきましては随時ブログやひろばの掲示でお知らせしますので、内容や申し込み方法等をご

確認頂き、是非赤ちゃんと一緒にお出かけください！もちろん、イベントのない日にもひろばに遊びに来て

くださいね！ 
9月 20日(木) 要予約 

赤ちゃん親子ヨガ 

対象 0才の赤ちゃんと 

その保護者の方 

 

 

9月 7日(金) 

わらべ歌遊び 

対象 0才の赤ちゃんと 

その保護者の方 

 

9月 26日(水) 要予約 

助産師さんによる 

赤ちゃんのごはんのお話 

対象 妊娠中～５、６か月の初めて

のお子さんを持つ方 

こちらのお申し込み先は 

三里塚コミュニティセンター 

となります。 

10月 10日(水)、10月 16日(火) 

10月 26日(金)、11月 1日(木) 

4回連続赤ちゃん親子講座 

「あいあい」 要予約 

対象 2カ月～７か月位の 

   赤ちゃんとその保護者

の方  

10月中旬 

赤ちゃんスタジオ 

テーマはハロウイン 

対象 0才の赤ちゃんと 

その保護者の方 

 

予約不要 

9月 6日(木) 要予約 

夏の写真をスクラップブッキング 

赤ちゃんクラス、まだ空きがあり 

ます。 

詳細につきましては、8月 19日 

のブログやひろば内の掲示をご覧 

ください。 

どろんこクラブ 

久ぶりのどろんこクラブ！９月のテー

マは『砂』。なかよし Garden 待望の

お砂場を作ります！と言っても～小さ

くてカワイイお砂場です。子どもたち

の反応が楽しみ！ 

お子さんの着替えをお忘れなくお持ち

くださいね！ 

 

 
 
 
 

にんじんもサツマイモも、葉っぱが元気に育っています！ 
でも土の中はどうなっているのかなあ～～ドキドキです！ 
秋の収穫をお楽しみに・・ 

「あいあい」足形取り 


