１２月号(令和２年)

せきっこだより

発行：関市子ども家庭課
わかくさ・プラザ
総合福祉会館１階
『子育て支援 せきっこ』
TEL：２３－２２９６

子育て中の家庭を応援します！！
子どもを預けたいときは・・・
TEL:２５－０６５５

『せきっこひろば』へようこそ！！

託児ルーム「あゆっこ」
わかくさ・プラザ総合福祉会館１階

保育士が一時的に託児ルームでお子さんをお預かりします。

関市の子育て情報 LINE に登録しているお母さん方から、時折尋ねられることがあります。

土日・祝日、早朝・夜間もお預かりします。

『 「本日の〇〇せきっこひろばは定員に達しました。予定をしていたみなさま、申し訳ございません。

子育て中は、お子さんを預けなければ
ならないときもあります。そんな時

来週お会いできることを楽しみにしています！」

利用方法：利用日の前日午後３時までに電話予約

と LINE に入ってくることがあるんですが、せきっこひろばって何ですか？ 』

は、ぜひ、利用してみてください。

利用できる方：生後６ヶ月から小学校就学前の児童

「せきっこひろば」は親子が集う憩いの場です。現在 7 か所あります。倉知（毎週火曜日）、田原（毎週水
曜日）、富野（第１・３水曜日）
、富岡（毎週木曜日）、西部（毎週木曜日）
、鮎之瀬（毎週金曜日）
、桜ヶ丘（毎
週金曜日）の各ふれあいセンターの児童室で１０時～12 時に開催されています。

利 用 日：火曜日から日曜日
利用時間：７：００～２１：００
ひとりのお子さんが１日に利用できる時間は６時間まで
利用定員：１日につき１０人（同じ時間帯での受け入れは１０人まで）

来訪してくださるのは就園前の０～２歳児のお子さんが多く、

桜ヶ丘せきっこひろば

利用時間：１時間あたりお子さん１人につき５００円

ハイハイしたり、よちよち歩いたりしながら、お母さんや指導員
と楽しく遊んでいます。手作りのおもちゃ・ままごとセットなど、
いろんな遊びが体験できます。会の終わりには指導員が絵本を読
んだり、パネルシアターをしたり、手遊び歌を歌ったりしていま
すが、あっという間に２時間が過ぎてしまいます。
お母さん方からは「子どもの生活リズムができる」「指導員に子

☆乳幼児相談のお知らせ（身体計測・育児相談）

育てについて相談できる」「ほかのお母さんと知り合いになれる」
などと、ありがたい言葉をいただいています。
どこの地域からでも、どこの「せきっこひろば」へでも自由に

関市保健センター
武芸川保健センター

１２月１６日（水）
１２月２１日（月）

洞戸ふれあいセンター
板取保健センター
武儀保健センター

１２月１７日（木）
１２月１１日（金）
１２月１４日（月）

訪問していただけます。行きの時間も帰りの時間も自由です。是非、
一度遊びにいらしてください。お待ちしています。
【問合せ】 子ども家庭課「子育て支援せきっこ」 TEL：２３－２２９６

☆12 月 15 日（火）安桜すくすくランド

スタート！

安桜地区にお住まいの未就園児と保護者の方ならどなたでも参加できます
９：３０～１０：２０（０～1 歳児・10 組）
１０：４０～１１：３０（２～3 歳児・10 組）
持ち物

場所：関川公民センター
※参加費無料

空のペットボトル（マラカスを作ります）

9：00～10：00
10：00～11：00
13：00～14：00
9：30～11：00
9：30～11：00
9：30～11：00

※感染予防のため予約制です。下記の各保健センターへ予約してください。
関市保健センター
２４－０１１１
武芸川保健センター
４６－２８９９
洞戸・板取保健センター
０５８１－５８－２２０４
上之保・武儀保健センター
４０－００２０

１２月行事案内

わ：わかくさ児童センター（月） 安：安桜こども館（火） む児：むげがわ児童館（月・祝）

開館施設記号
（ ）内は休館日・下線の
行事は申し込みが必要

日

月

は：ははこぐさ（土・日・祝）

旭：旭ヶ丘子育てサロン（月・木・土・日・祝）

儀：武儀子育てサロン（火・木・土・日・祝）

火

洞：洞戸子育てサロン（水・金・土・日・祝）

す：すくすくランド（各地域のお住まいの方のみ参加可能） せ：せきっこ 他：その他

水

木

金

３わ安む児む支は洞

土

１わむ児む支は旭洞

２わ安む児む支は旭儀

む児：ひよこちゃんクラブ

む支：ママが楽しむポーセラー 安：キッズタイム 11 時 15 分 わ：ぐるんぐるんおえかき１０時半

１０時半

ツ体験 ９時半

せ：倉知 １０時

４わ安む児む支は旭儀

す：さくらがおか １０時

は：シニアヨガ １０時

せ：富岡 １０時

せ：田原 １０時

せ：西部 １０時

５わ安む児

む支：いちごちゃんくらぶ

む児：小学生集合 10 時半
ははこぐさは金曜日の午

１０時、11 時１０分
す：たわら １０時

せ：富野 １０時

６わ安む児

む支：むげがわ子育て支援センター（土・日・祝）

後と 4 日～11 日午前は
休館です。

せ：鮎之瀬１０時 せ：桜ヶ丘１０時

７安む支は洞儀

８わむ児む支は旭洞

９わ安む児む支は旭儀

１０わ安む児む支は洞

安：おはなしとびら 10 時半

せ：倉知 １０時

わ：作って遊ぼう １０時半

安：キッズタイム 11 時 15 分 わ：ぐるんぐるんおえかき１０時半

せ：田原

む児：クリスマス会 １０時半

せ：鮎之瀬 １０時

む支：クリスマス会 １０時半

せ：桜ヶ丘 １０時

10 時

１１わ安む児む支は旭儀

１２わ安む児
安：シルバニアの日 １３時半

せ：富岡 １０時
せ：西部 １０時

１３わ安む児

1４安む支は洞儀

１５わむ児む支は旭洞

1６わ安む児む支は旭儀

1７わ安む児む支は洞

他：てらっこ １０時

む児：ひよこちゃんクラブ

わ：お楽しみ会 １０時半

安：キッズタイム 11 時 15 分 わ：ぐるんぐるんおえかき１０時半

安：クリスマス会

１０時半

は：親子リトミック 1０時 15 分

は：３B 体操

す：安桜

１０時

は：赤ちゃん広場 1３時半
10 時半

せ：田原 １０時

せ：富岡 １０時

は：バランスボール 1０時

せ：西部 １０時

せ：鮎之瀬 １０時

せ：富野 １０時

せ：桜ヶ丘 １０時

２２わむ児む支は旭洞

２３わ安む児む支は旭儀

２４わ安む児む支は洞

２５わ安む児む支は旭儀

安：キッズタイム （誕生会）

わ：ぐるんぐるんおえかき１０時半

２１安む支は洞儀

は：ファミリーデー（園庭

安：リズミック（誕生会）10 時半 は：うさぎ親子教室１０時１５分

は：産後ヨガ 1０時１５分

は：うさぎ親子教室１０時１５分

は：からだ講座 1３時半

せ：倉知 １０時

は：ひよこ広場 1３時半

わ：小学生広場 １０時半

１０時、11 時 10 分

せ：倉知 １０時

２０わ安む児は
遊び）1０時

１９わ安む児

①１０時半 は：美晴先生音楽広場 1０時半 む支：りんごちゃんくらぶ

②13 時半

（申し込み終了）

1８わ安む児む支は旭儀

11 時 15 分

２６わ安む児は

は：令和元年度 OG 会 １０時

は：くま親子教室１０時１５分 せ：鮎之瀬 １０時

せ：田原 １０時

せ：富岡１０時 せ：西部１０時 せ：桜ヶ丘 １０時

２７わ安む児

問
合
せ
先

２８

２９

わ：わかくさ児童センター
む児：むげがわ児童館

３０

若草通 2-1 わかくさ・プラザ総合福祉会館１階

武芸川町谷口 1032-1 むげがわ保育園横

旭・洞・儀：旭ヶ丘・洞戸・武儀子育てサロン

TEL：23-7774

TEL：45-3002

む支：むげがわ子育て支援センター 武芸川町谷口 1032-1 むげがわ保育園内
「関市子ども家庭課」

３１

安：安桜こども館

は：ははこぐさ

TEL：45-3003

TEL：23.-773８

千年町 2-18-1 安桜ふれあいプラザ１階

倉知９２８倉知保育園内

TEL：25-0190

TEL：080-8975-1450

す：すくすくランド せ：せきっこひろば

他：その他 「関市子ども家庭課 子育て支援せきっこ」 TEL：23-2296

