碧南市社会福祉協議会

令和３年１月号

利用時間

利用人数

午前の部
９：３０～１１：３０
・0,1,2 歳の部屋 20 名
午後の部 １３：００～１５：００
・プレイルーム 20 名
夕方の部 １５：３０～１７：３０
・多目的ルーム 6 名
※3 部制の総入れ替えになります。
・学習室 6 名
各部の間に消毒・換気・清掃を行います。
☆予約の必要はありませんが定員の際は、ご利用いただけないこともあります。

小学生以上の方は全員マスクを着用してご利用ください。

けん玉名人が ららくるにやってくるよ。
けん玉名人に コツを教えてもらうとすぐに上達しちゃうよ。

認定証！

名人に教わって 日本けん玉協会認定試験にチャレンジ！

日時 １月１７日（日） １０：００～１１：３０
対象 高校生までの学生と保護者同伴の幼児 ※保護者も認定試験を受験可
定員 10 人（先着順）
申込み １月 ４日（月） ９：３０～（初日は電話受付のみ）
持ち物 けん玉 （持っていない子には親子でお貸します）

ららくるひろば
パネルシアターを見て、豆まきをして、親子で
節分を楽しみましょう。
日時

１月１４日(木)
１１:００～１１:３０

対象 未就園児とその保護者
定員 ６組（先着順）
8 月 2 日（日）申込み開始
申込み １月６日(水)９:３０～～
初日は電話受付のみ

碧南市こどもプラザ ららくるにしばた
(指定管理者：碧南市社会福祉協議会)

(予約制)

ピアノの音色に包まれて、心地よい時間を過ごしましょう。
日時

２月１０日(水)
１０:３０～１１:００

対象 未就園児とその保護者
定員 ６組（先着順）
申込み １月２７日(水)９：３０～
初日は電話受付のみ
〒447-0061 碧南市三度山町２丁目５３番地
TEL ０５６６-４３-３４３４ FAX ０５６６-４３-３３８３
開館時間 9:30～18:00 （有料施設は 21:00 まで）
休館日 火曜日(火曜日が祝日の場合は、水曜日)

１月の行事予定

親子リトミック(予約制)

ママの産後ケア（予約制）

マークの日は行事内で身長体重が測れます。
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発育測定
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音楽に合わせて、親子で楽しく

ヨガやピラティス、筋コンディショニ

スキンシップしましょう♪

ングで、楽しく産後の機能回復をしま

日時：1 月１３日(水)・２０日(水)

日時：1 月１５日(金)・２２日(金)

10:20～11:00

10:15～11:00

対象：２歳誕生月の翌月～
３歳誕生月までの子と母
(きょうだいでの参加はできません。)

10:15～11:00

※初日は電話受付のみ

ベビママのつどい（予約制）

※２日間すべて参加できなくても申し込

申込み:１月 20 日(水) ９:３０～
※初日は電話受付のみ
※２日間すべて参加できなくても
申し込みできます。

みできます。

ベビママのつどい

定員:６名

次回 2 月 12 日(金)・19 日(金)

次回 2 月 3 日(水)・17 日(水)
申込み：１月 2１日(木)９:３０～

休館日

対象:1 歳の誕生月までの子の母

※お子様の同伴可能です。

定員：６組
10:20～11:00

成人の日（開館）

せんか。

(予約制)

対象:1 歳の誕生月までの子と母

１月１８日(月) 10:０0～11:30

６組（きょうだいの参加はご遠慮下さい。
）

助産師さんと一緒に楽しくおしゃべりしませんか。
申込みは、１月７日（木）9:30～※初日は電話受付のみ

休館日
親子リトミック（予約制）

けん玉クラブ

次月産後ケア受付(２/12・２/19)

１月１６日(土)

すくすく相談(保健師)
次月親子リトミック受付(2/3・２/17)

ママの産後ケア(予約制)
ドラムクラブ（予約制）

10:30～11:30
海外で大人気のけん玉は、集中力
を高めオリジナルの技を生み出せ
る楽しさがあります。

くるくるたいむ
１月２5 日(月)
10:00～10:15
未就園児とその保護者
定員 10 名（先着順）
体操、絵本の読み聞かせ、手遊び等
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保健師による育児相談・身体

主任児童専門員（園長職）が来館し
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土

測定です。母子手帳をお持ち

ます。身長体重測定もできます。

３１

日

ください。(相談は市内在住

くるくるたいむ
休館日
ららくるひろば受付(2/10)

のびのび相談(園長先生)

行事開催中は参加者以外の利用を中止します。

※予約ではありません。

すくすく相談

のびのび相談

１月２１日(木)

１月２８日(木)

10:00～11:30

10:30～11:30

（最終受付 11:15）

（最終受付 11:15）

者に限らせていただきます。

※この日以外でも職員が対応します。電話で
も受け付けております。

いただきます。
）
1 階 ≪0,1,2 歳の部屋≫ 1/18(月) 9:30～13:00
いただきます。)
2 階 ≪プレイルーム≫ 1/13(水)・14（木）
・15(金)
1/17(日)・20(水)・22（金） 9:30～13:00
1/23(土) 13:00～15:00
※行事前日は、「準備の為 16:30 までの利用」となる事もあるので、ご了承ください。

ららくる工作

毎日できます。

プレイルームで身近にある材料を
使って簡単な工作をします。

