
ふれんず 
松阪市西之庄町 

150 番地 

TEL 26-3787 

  
 

 
 
 
  

 
   

 

 

 
      
  
  
  
 
   
 
 
 
 
 

  
  
 
      

 

         

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

かんがるー 

松阪市飯南町 

横野 885 番地  

TEL32-8111 

 
 

げんきっこ 
松阪市小津町 

577 番地 3 

TEL 56-7974 

やまっこ 
松阪市飯高町 

宮前 112 番地 

TEL46-0056 

 

森のくまさん 
松阪市阪内町 

197 番地 

TEL 36-0253 

 

子育て支援センターだより 令和４年 10 月号  

おしらせ      

・新型コロナウイルス感染症拡大予防のため各支援センターでは人数制限を行っております。 

各枠 10 組となっておりますので事前に電話や来館にて予約をしてからご利用ください。 

利用時間は①9:00～10:30 ②10:30～12:00 ③13:00～14:30 ④14:30～16:00 

※空き状況により 2 枠続けてご利用いただくこともできます。 

※行事の申し込みは、来館にて受け付けております。詳しくは、各センターへお問い合わせ下さい。 

※行事以外のイベントの申し込みは、電話・来館とも 9 時からとなります。 

 
*各センターの行事に参加される方へのお願い＊ 

・2 枠目 10:30～のセンター内での行事に参加される方は 10:15 以降に来館していただきますよう、

ご協力をお願いします。 

・1 枠目の利用については（行事での講師の方の準備や環境設定等のため、9:00～10:10 まで） 

行事に参加されない方を優先とさせて頂きます。但し、空き状況によっては利用できることもありま

すので、事前に電話をしてお問い合わせください。      

木々の葉の色が変わり始め、秋の訪れも目に見えてわかるようになってきました。朝夕の気温差が大きく

なっていきますので、体調管理には気をつけて、元気に過ごしていきたいですね。 

 

にこにこタイム 

～保育園・幼稚園・こども園に入園前の 

お子さんと保護者のみなさん～ 

日時：10 月 11 日（火）10：00～11：30 

場所：射和地区市民センター 

申し込み・問い合わせ  29-2002 

はっぴぃくまさん 

～保育園・幼稚園・こども園に入園前の 

お子さんと保護者のみなさん～ 

日時：10 月 6 日（木） 10：00～11：30 

場所：朝見地区市民センター 

申し込み・問い合わせ  51-5643 

親子であそぼう会 

 ～保育園・幼稚園・こども園に入園前の 

       お子さんと保護者のみなさん～ 

 日時：10 月 27 日(木) 10：30～11：30 

場所：中川新町地域交流センター 

申し込み・問い合わせ 48-3010 

 

今月の 

出張ひろば 



           10 月 の 行 事  

センター名 時間 行事名 来館予約 定員 申し込み関係
合同企画

（健康センターはるる）
2 日
3 月
4 火 ふれんず 11：30~12：00 むすんでひらいて

ふれんず 10：30〜11：30 宝塚古墳公園であそぼう 必要 10組 9月21日(水)から
森のくまさん 10：30~12：00 ふたごちゃん・みつごちゃんDAY 必要 5組 9月21日(水)から

朝⾒地区市⺠センター
(51-5643)に事前申し込み

7 金
8 土 げんきっこ（ハートフルみくも） 10：00~11：00 ミニ運動会 必要 10組程度 9月24日(土)から
9 日
10 月

射和地区市⺠センター
(29-2002)に事前申し込み

やまっこ 9：30~11：30 ★乳幼児健康相談 5組 事前申し込み
12 水 ふれんず 11：00~11：30 あかちゃんあそびましょ 5組 満1歳までのお子さん対象

かんがるー 10：30~11：00 かんがるー健康講座
やまっこ 10：30〜11：30 あそぼう会 ５組 事前申し込み

15 土 げんきっこ 10：30~12：00 子どもの食事Q&A
16 日
17 月

森のくまさん 9：30~11：30 ★乳幼児健康相談 各枠10組 持ち物は★参照
かんがるー 10：30~11：00 ｢ぐりとぐら」絵本の会

ベビーマッサージ
（南 香菜さん）

げんきっこ 10：30~11：00 かみふうせん
やまっこ 10：00~11：00 飯高リフレッシュ・ママ 事前申し込み

森のくまさん 10：30〜11：30 秋の運動会ごっこ 必要 10組 10月7日(金)から

22 土
23 日
24 月
25 火 かんがるー 9：30~11：30 ★乳幼児健康相談 各枠10組 持ち物は★参照

ふれんず 11：30~12：00 おたんじょう会
森のくまさん 11：00~11：30 森くまさんであそぼう

中川新町地域交流センター

(48-3010) に事前申し込み

げんきっこ 9：30~11：30 ★乳幼児健康相談 各枠10組 持ち物は★参照
かんがるー・ふれんず合同企画

（茶倉）
げんきっこ・ふれんず合同企画

（子ども支援研究センター）
30 日
31 月

★乳幼児健康相談の持ち物…タオル⼜はバスタオル、⺟子⼿帳
 内容…保健師、看護師による身体測定、健康相談など。申し込みが必要です。
♣(げんきっこ)  土日祝日は通常開館、月火は休館日。

                                                                                                                                          

                                                                                       

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

                                  子育て支援センターげんきっこ 8月カレンダー     

10月7日(金)から

出張ひろば（中川） 10：30〜11：30 親子であそぼう会

かんがるー 10：30〜11：30 ⻭のおはなし    (こ
ども未来課の養護教諭）

必要 10組

26 水

27 木

13 木

18 火

20 木

19 水

14 金

21 金

10月

1 土 10：30〜11：30 ファミリー講座 必要 20組程度 9月1日(木)から

5 水

11 火 出張ひろば（射和）

6 木 出張ひろば（朝⾒） 10：00~11：30 はっぴぃくまさん

10：00~11：30 にこにこタイム

各センター
10組

10月13日(木)から

28 金
10：30〜11：30 秋を⾒つけよう 必要

各センター
10組

10月17日(月)から

土29 10：30〜11：30 松工吹奏楽がやってくるよ
(松阪工業高校吹奏楽部） 必要

ふれんず 10：30〜11：30 必要 10組
生後2か月から7か月頃まで

10月7日(金)から

9月30日(金)からふれんず（⼩野江公⺠館） 10：30〜11：30 栄養の話とチヂミ作り(花
井管理栄養士)

必要 6組

※行事の申し込みは、来館にて受け付けます。内容は各センターにお問い合わせください。
同じ講師さんによる同じ行事は、子育て支援センターが違っていても重複して申し込むことはできません。

※行事や出張ひろばは、中止や変更になることがあります。詳しくは、各支援センターにお問い合わせください。

お知らせ
＊ふれんず…10月5日(水)・10月14日(金)・10月28日(金)

の午後の開館は2時30分からです。
*げんきっこ…10月1日(土)・10月8日(土)・10月29日(土)

午後の開館は2時30分からです。
＊かんがるー…10月28日(金)の午後の開館は2時30分から

です。



       11 月 の 行 事   予 定

センター名 時間 行事名 来館予約 定員 申し込み関係
1 火 ふれんず 10：30~11：30 ⼿づくりの会 必要 10組 10月18日(火)から

ふれんず 11：30~12：00 むすんでひらいて

かんがるー 10：30~11：30 散歩に出掛けよう 必要 10組 10月19日(水)から
3 木

神⼾地区市⺠センター
（29-1024）に事前申し込み

5 土
6 日
7 月

射和地区市⺠センター
（29-2002）に事前申し込み

ふれんず 10：30~11：30 大人ヨガ（⼩倉杉絵さん） 必要 10組 10月25日(火)から
やまっこ 9：30~11：30 ★乳幼児健康相談 5組 事前申し込み 持ち物は★参照

嬉野保健センター
（48-3812）に事前申し込み

ふれんず 11：00~11：30 あかちゃんあそびましょ 5組 満1歳までのお子さん対象
げんきっこ・森のくまさん合同企画

（松阪農業公園ベルファーム）

11 金
12 土
13 日
14 月

かんがるー 10：30~11：00 ｢ぐりとぐら｣絵本の会
やまっこ 10：30~11：30 あそぼう会 5組 事前申し込み

16 水 ふれんず 9：30~11：30 ★乳幼児健康相談 各枠10組 持ち物は★参照
げんきっこ 10：30~11：00 かみふうせん
やまっこ 10：00~11：00 飯高リフレッシュ・ママ 事前申し込み

森のくまさん 10：30~11：30 親子ヨガ（野崎和美さん） 必要 10組 11月4日(金)から

19 土 げんきっこ 10：30~12：00 からだのお悩み改善講座
20 日
21 月
22 火 かんがるー 9：30~11：30 ★乳幼児健康相談 各枠10組 持ち物は★参照
23 水

中川新町地域交流センター
（48-3010）に事前申し込み

25 金 かんがるー 10：30~11：30 かんがるーであそびましょう 必要 10組 11月11日(金)から
26 土
27 日 げんきっこ 10：30~11：30 花もち作りを楽しもう 必要 10組 11月13日(日)から
28 月
29 火 森のくまさん 11：00~11：30 森くまさんであそぼう
30 水 ふれんず 11：30~12：00 おたんじょう会

★乳幼児健康相談の持ち物…タオル⼜はバスタオル、⺟子⼿帳

 内容…保健師、看護師による身体測定、健康相談など。申し込みが必要です。
♣(げんきっこ)  土日祝日は通常開館、月火は休館日。

                                                                                                                                          

                                                                                     

  

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

                                                                                         子育て支援センターげんきっこ 7月カレンダー    

必要
（電話・来館）

10月19日(水)からげんきっこ 10：30~11：30 保健師さんのおはなし２
(嬉野保健センターの保健師）

必要 10組

10月27日(木)から

出張ひろば
（ハートフルみくも）

10：00~11：00 こんにちは赤ちゃん

10：30~11：30 ベルファームでおさんぽしよう 必要 各センター
10組

18 金 かんがるー 10：30~11：00 かんがるー健康講座

10：30~11：30 親子であそぼう会24 木 出張ひろば（中川）

15 火

17 木

9 水

木

11月

8 火

2 水

10月17日(月)から

はっぴぃくまさん4 金 出張ひろば（神⼾） 10：00~11：30

出張ひろば（射和） 10：00~11：30 にこにこタイム

10

※行事の申し込みは、来館にて受け付けます。内容は各センターにお問い合わせください。
同じ講師さんによる同じ行事は、子育て支援センターが違っていても重複して申し込むことはできません。

※行事や出張ひろばは、中止や変更になることがあります。詳しくは、各支援センターにお問い合わせください。

お知らせ
森のくまさん・げんきっこ

11月10日(木)の午後の開館は2：30からです。



 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

食欲の秋、読書の秋、実りの秋、運動の秋…楽しみの多い季節がやってきました。子どもたちにとっては大好

きなおうちの方と一緒にからだを動かすことも楽しみのひとつです。ぜひ、お子さんと一緒にたくさん触れ合っ

て楽しい時間を過ごしてください。お子さんと家庭でできるふれあい遊びを紹介します。 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

松阪市子育て支援センター合同企画 

  

                       

        日時：12 月 3 日（土）  10：30～11：30 

        場所：健康センターはるる 3 階 健康増進室 

        講師：ムジカーノさん 

        募集人数：未就園児と保護者 20 組程度 

     申し込みは 11 月９日（水）から、ふれんず・森のくまさん 

げんきっこ・かんがるー・やまっこで来館にて受け付けます。 

               ※定員になり次第締め切ります。 

このゆびとまれパート２ 

親子であそぼう 

    あしあしあひる 

  ♪あしあしあひる 

     かかとをねらえ♪ 

＊大人の足先に乗ってリズムをとり歌

いながら一緒に歩きます。歩行がしっ

かりして、手を取り合って歩く時には、

大人がリードするのではなく、お子 

さんのテンポに合わせて 

歩いてください。 

      
    いもむし ごろごろ 

  ♪いもむし ごろごろ 

    ひょうたんぽっくりこ♪ 

＊寝返りの頃から、仰向けに寝ているお子さん

の足を持ち、歌いながらからだをゆらしてあそ

びます。最後の♪ぽっくりこ♪の所でからだ 

をひっくり返すと、お子さんはその変化 

を楽しむこともできます。 

   

     
    ぎゅっ ぎゅっ ぎゅっ 

 ♪いっぽすすんで ぎゅっぎゅっぎゅっのぎゅっ 

 にほすすんで ぎゅっぎゅっぎゅっのぎゅっ 

 さんぽすすんで ぎゅっぎゅっぎゅっのぎゅっ 

 ぎゅっ ぎゅっ ぎゅっ の ぎゅっ ♪ 

＊赤ちゃんをぎゅっと抱きしめながら、「お尻歩き」で 

前後に動く体操です。座った姿勢でお尻を交互に動かす 

 「お尻歩き」は、ママの骨盤矯正にも効果的です。 

   楽しみながら、お子さんを「だいすき」と 

       抱きしめて気持ちを伝えて 

ください。 

＊他にもお子さんと楽しめる

ふれあい遊びがたくさんあり

ます。お近くの子育て支援セン

ター・ルームにお問い合わせく

ださい。 

「  クリスマス音楽会  」 


