
ふれんず 
松阪市西之庄町 

150 番地 

TEL 26-3787 

  
 

                   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。 

 

今年も残すところあとわずかとなりました。寒さもがいちだんと厳しくなりますが、健康管理には十分気をつけて、

元気に過ごしていきましょう。今月もたくさんの行事等を計画しています。ぜひ参加してください。 
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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１２月

号  

 
 

 

 

 

*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。 

 
1２月の出張ひろば 

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： 12 月１日（木）１０：００～１１：３０ 

場所： 櫛田地区市民センター 

申し込み・問い合わせ 28－2675 

 

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： １２月 13 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 

        

      こんにちは赤ちゃん 

～保育園・幼稚園・こども園に入園前の 

１歳6か月までのお子さんと保護者のみなさん～ 

日時： 12 月 14 日（水）１０：００～１１：００ 

場所 ：ハートフルみくも保健福祉センター 

申し込み・問い合わせ ４８－３８１２ 

          （嬉野保健センター） 

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： 12 月 22 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 

 

※「こんにちは赤ちゃん」は申し込み先が嬉野保健センターとなります。

会場と異なりますのでご留意ください。 



             12 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

2 金 げんきっこ（ハートフルみくも） 10:30〜11:30 クリスマスコンサート（ティアラ） 必要 10組程度 11月18日(金)から

4 日
5 月

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 かんがるーで遊びましょう 必要 10組 11月21日(月)から

7 水 ふれんず(橋⻄地区市⺠センター） 10:30〜11:30 クリスマスコンサート（ティアラ） 必要 10組 11月24日(木)から
8 木 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 クリスマスリースを作ろう 必要 10組 11月25日(金)から
10 土
11 日

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 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

やまっこ 9:30〜11:30 ★乳幼児健康相談 各枠10組 持ち物は★参照
嬉野保健センター

（48-3812）へ事前申し込み
げんきっこ 10:30〜11:00 かみふうせん
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
ふれんず 10:30〜11:30 リトミック（ティコティコ） 必要 10組 12月2日(金)から

かんがるー 10:30〜11:30 クリスマスコンサート（ティアラ） 必要 10組 12月2日(金)から
17 土 げんきっこ 10:30〜12：00 子どもの食事Q＆A
18 日
19 月

ふれんず 11:30〜12:00 おたんじょう会
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

21 水 ふれんず 10:30〜11:30 お正月飾りを作ろう 必要 10組 12月7日(水)から
中川新町地域交流センター
（48-3010）に事前申し込み

ふれんず 10:30〜11:30 コミュニティカウンセラー（小林さん）

森のくまさん 10:30〜11:30 クリスマスコンサート（ティアラ） 必要 10組 12月9日(金)から
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

24 土
25 日
26 月

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
森のくまさん 11:00〜11:30 森くまさんで遊ぼう

28 水
29 木
30 金
31 土

★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。

                                                                                                                                          

                                                                                       

          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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

14 水 出張ひろば
（ハートフルみくも）

10：00~11：30 こんにちは赤ちゃん

にこにこタイム

9 金
げんきっこ

（ハートフルみくも）
10:30〜11:30 リトミック

 （小倉明美さん）

12 ふれんず月 10:30〜11:30 ベビーマサージ

12月

必要3 土 合同企画
（健康センターはるる）

10:30〜11:30 このゆびとまれパート２

出張ひろば（櫛田）木1 10：00~11：30 はっぴぃくまさん

20組程度

11月25日(金)から

申し込みは
終了しました

必要 10組程度

櫛田地区市⺠センター
(28-2675）に事前申し込み

必要 10組 11月28日(月)から
（1歳2か月頃のお子さん対象）

親子であそぼう会22 木

23 金

火

27 火

出張ひろば（中川） 10:30〜11:30

15

16 金

20 火

木

13 火
出張ひろば（射和） 10：00~11：30

6

※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。

  日   月 火 水 木 金 土
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 31

＊げんきっこの12月2日(金)・3日(土)・9日(金)の
午後の開館は2時30分からです。

＊ふれんずの12月7日(水)の午後の
開館は2時30分からです。

※年末年始は、ふれんず、森のくまさん、げんきっこ、かんがるー、やまっことも１２月２９日（木）から
１月３日（火）まで休館となります。

子育て支援センターげんきっこ 12月カレンダー
休館日



          1 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 日
2 月
3 火
4 水

6 金 ふれんず 11:30〜12:00 むすんでひらいて
7 土
8 日
9 月

やまっこ 9:30〜11:30 ★乳幼児健康相談 各枠10組 持ち物は★参照

11 水
12 木 げんきっこ（ハートフルみくも) 10:30〜11:30 ふれあいリトミック(田中叶音さん） 必要 10組程度 12月21日(水）から
13 金
14 土
15 日
16 月

ふれんず 11:30〜12:00 ★乳幼児健康相談 各枠10組 持ち物は★参照
森のくまさん 10:30〜11:30 ⻭のお話し 必要 10組 １月４日(水）から
かんがるー 9:30〜11:30 ｢ぐりとぐら｣絵本の会
やまっこ 10:30〜11:30 あそぼう会 必要 5組 事前申し込み

18 水 かんがるー 10:30〜11:30 かのんさんと遊ぼう 必要 10組 1月4日(水）から
げんきっこ 10:30〜11:00 かみふうせん
かんがるー 10:30〜11:00 かんがるー健康講座
やまっこ 10:00〜11:00 飯高リフレッシュママ 事前申し込み

げんきっこ（ハートフルみくも) 10:30〜11:30 とまとーず交通安全教室 必要 10組程度 1月６日(金）から
21 土 げんきっこ 10:30〜12:00 からだのお悩み改善講座

22 日
23 月 かんがるー 10:30〜11:30 とまとーず交通安全教室 必要 10組 1月10日(火）から

森のくまさん 10:30〜11:30 リトミックあそびましょう(扇田悠加さん） 必要 10組 1月1０日(火）から
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

25 水 ふれんず 11:30~12:00 おたんじょう会
中川新町地域交流センター

（48-3010）に事前申し込み

ふれんず 10:30〜11:30 リトミック(小倉明美さん） 必要 10組 １月13日(金)から
森のくまさん 11:00〜11:30 森くまさんで遊ぼう

28 土
29 日
30 月
31 火

★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。

                                                                                                                                          

                                                                                       

                                                                                            子育て支援センターげんきっこ 1月カレンダー   
               休館日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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

27 金

20 金

5 木

10 火

19 木

17 火

24 火

26 木 出張ひろば（中川） 10:30〜11:30 親子であそぼう会

櫛田地区市⺠センター
(28-2675）に事前申し込み

1月

出張ひろば（射和） 10：00~11：30 にこにこタイム 射和地区市⺠センター
(29-2002)に事前申し込み

出張ひろば（櫛田） 10：00~11：30 はっぴぃくまさん

※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。

※年末年始は、ふれんず、森のくまさん、げんきっこ、かんがるー、やまっことも１２月２９日（木）から
１月３日（火）まで休館となります。

  日   月 火 水 木 金 土
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 31



 
 

 おすすめの絵本紹介 
 

  子どもたちにとって信頼する家族の方から絵本を読んでもうことは楽しみのひとつです。 

各センター・ルームで親子で読んでもらったり、喜んで見てもらったりしているおすすめの絵本を紹介します。 

ゆったりとした雰囲気の中で、家族で楽しい時間を過ごしてください。 

     『あかちゃん』   tupera tupra 作  ブロンズ新社   

あかちゃんの表情がいろいろ変わります。にっこり笑ったり泣いたり。 

  チュッ チュッ チュとおっぱいを飲むページでは、読んでもらっているお子さんの 

 チュッ チュッ チュと可愛い声が聞けることもあります。親子で一緒に楽しめる絵本です。 

 
     

『パンダ のんびりたいそう』   いりやまさとし 作   【 講談社 】 

  げんきっこの「きっこの会」でも読んでいます。読んでいるうちに自然と真似したく 

なり、親子で“のんびりたいそう”が始まります。ラッコになったり、ぎゅーっと抱っこ 

でかんがるーになったりして親子でたくさん触れ合い、子どもたちもおうちの方もみんな 

が笑顔いっぱいになります。ぜひ、お子さんと一緒に楽しんでみてください。 

     
 

『きゅっきゅっきゅっ』  林 明子 作  福音館  

10 月のファミリー講座でも紹介していただいた本です。ルームで閉館前の絵本を読む時にも大人気です。 

お母さんも小さい時に見たのではないでしょうか。 

お子さんをお膝に座らせて「きゅっきゅっきゅっ」の繰り返しを楽しみながら読んであげ 

てください。きっと親子でほんわか温かい気持ちになれますよ。 

 

 

             『 ぽんちんぱん』  柿木原 政広  作  福音館 

    おいしそうなパンの絵が子ども達の心をとらえ、興味をひく絵本です。 

  「ぽんちんぱん」と繰り返し言うことで、リズミカルな響きがここち良く伝わっ 

  てきます。最後の「ぱん」をみんなで手をたたきながら楽しく読んでいます。 

 
 
 
 
 
 
  

    『ころりんぱ』 『わん？かお！』 ひらぎみつえ 作  ほるぷ出版 

かんがるーには、0歳児の子どもたちも楽しめる“動く絵本”がたくさんあります。親子で見たり、

家庭でも家族の方に読み聞かせをしていただき楽しんでもらっています。 

「ころりんぱ」指先で丸い輪を動かし遊んだり、「わん？かお！」では犬の表情が変わることを喜び

何度も繰り返し遊びながら読んでもらっています。 

 

げんきっこ 

やまっこ    

かんがるー 

森のくまさん 

ふれんず 

お知らせ 

年末年始は、ふれんず・森のくまさん・げんきっこ・かんがるー・やまっことも 12 月 29 日(木)から 

1 月 3日(火)まで休館となります。 

 

 


