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「基本事業」、「病児・病後児保育事業」の利用は、事前に会員登録が必要です。
事務所で平日 9：30 ～ 17：45 まで登録受付をしています。登録時に利用方法などの説明をします。

※詳しくは、ファミリー・サポート・センターへお問い合わせください。

利用会員
入会出張所

12 月 14 日（月）　14：00 ～ 14：30 受付
ところ／市役所１階　キッズコーナー前　　持ち物／印鑑・母子手帳
保育所の送迎、保護者外出時の預かりなど　曜日や時間、援助内容に合う協力会員が援助を行います。

専用保育施設　キッズケアルーム「えがお」でお預かりします。
(看護師常駐 )月～金　8：30～ 17：00

基本事業
病児・病後児
保育事業

休業日  日曜日、祝日（土曜日は電話受付のみ）☎52－0922

ファミリー・サポート・センター 利用会員 と 協力会員 が   助け合う組織 です

協力会員募集中！

※お話しタイムはさくら・大藤・栄南（月曜日）、白鳥・弥生・東部（木曜日）10：30 ～、16：00 ～に行います。
※定員がある行事で、市外の方が参加を希望される場合は、各児童館にお問い合わせください。
※★マークのある行事は申し込みが必要です。

※「じどうかんであそぼう」は 11 月から毎月 1 回　土曜日に変更になりました。親子でふれあう時間を楽しん
でいただくプログラムです。弥富市在住の方ならどなたでも、どの児童館でも参加できます。お母さんだけで
なく、お父さん · おじいちゃん · おばあちゃんも大歓迎です。

子育てに困っていること、悩んでいることありませんか？子育ての喜びや悩みを分かち合い、一緒に子育てしましょう！
★各支援センター共通　　開館時間　8：30 ～ 17：15　　休館日　土・日曜日、祝日

ひので子育て支援センター
☎66 ー 0008
弥生子育て支援センター
☎65 ー 8211
東部子育て支援センター
☎52 ー 4612

電話相談 9：00 ～ 16：30
面接相談 13：00～16：30
訪問相談13：00～15：30（要予約）
臨床心理士の個別相談（要予約）

なかよしひろば、年齢にあわせて、 わくわくベ
ビー、キッズ、チャイルド、フレンズ、マタニ
ティーを行っています。( 人数制限あり )
※「わくわくだより」・ホームページを通して
情報と日程をお知らせします。

相談日　月～金曜日 行　　事

※詳しくは、各子育て支援センターにお問い合わせください。

“みんなで子育て”応援します！子育て支援センター

  伊藤　翼くん
い　とう つばさ

１歳
（狐地）

つばくんお誕生日おめでとう

  今村　楓ちゃん
いま　むら かえで

２歳
（平島東）

お歌が大好き楓ちゃん♡

  伊藤 隆之介くん
い　とう りゅう の　 すけ

１歳
（加稲）

姉ちゃんと兄ちゃん大好き♥

  志水　美心ちゃん
しみ　ず み　 こ

２歳
（鮫ケ地）

三姉妹仲良く育ってね♡

  佐藤　瑞來ちゃん
さ　とう み　 く

１歳
（平島町）

１歳のお誕生日おめでとう☆

  小貝　鷹聖くん
こ   がい たか まさ

３歳
（前ケ平）

元気いっぱい大きくなぁれ♪

  鈴木　啓太くん
すず　き けい　た

３歳
（大谷）

お兄ちゃん大好き♡

  山口　聖矢くん
やま ぐち せい　や

１歳
（平島町）

強く優しい男になれ！！

※詳しくは市ホームページまたは
　人事秘書課までお問い合わせください。子どもの写真を

載せませんか？
子どもの写真を
載せませんか？

▼応募期間　12月9日(水)～16日(水)【必着】
▼対 象 者　2月生まれで1歳～3歳までの子

ホームページでも
お写真を紹介しています！問市役所人事秘書課（内線475）

さくら児童館
☎65－6191

白鳥児童館
☎66－1036

栄南児童館
☎68－6266

親子であそぼう（１歳児～２歳児の親子）

親子でつくろう（３歳児～５歳児の親子）

弥生児童館
☎65－8107

大藤児童館
☎68－4101

東部児童館
☎52－4611

12月19日（土）
14：00～16：00

12月 5日（土）
①9:30～10:30
②10:30～11:30
定員20名

12月26日（土）
①10:30～11:30
②13:30～14:30
定員20名

1月4日（月）～　こままわし・かるたとり・はねつきなどお正月の遊びをお友達と楽しみましょう。

12月19日(土)
10:30～11:00

12月 5日(土)
10:30～11:00

12月12日(土)
10:30～11:00

12月12日(土)
10:30～11:00

12月5日(土)
10:30～11:00

12月19 日(土)
10:30～11:00

12月17日（木）
16：00～

12月26日（土）
14：00～16：00

12月26日（土）
①9:30～10:30
②10:30～11:30
定員15名

12月12日（土）
①9:30～10:30
②10:30～11:30
定員15名

12月 26日（土）
①13:30～14:30
②14:30～15:30
定員15名

12月23日（水）
16：00～

12月12日（土）
14：00～16：00

12月26日（土）
①9:30～10:30
②10:30～11:30
定員20名

12月19日（土）
14：00～16：00

12月 5日（土）
①13:30～14:30
②14:30～15:30
定員20名

12月26日（土）
①9:30～10:30
②10:30～11:30
定員20名

12月 9日（水）
16：00～

12月19日（土）
14：00～16：00

12月12日（土）
①13:30～14:30
②14:30～15:30
定員20名

12月26日（土）
①10:30～11:30
②14:00～15:00
定員20名

伝承遊びを楽しもう
（小学生対象）
卓球をしよう
（小学生対象）

お正月遊びをしよう

★クリスマスリースを
作ろう【2 部制】
（小学生対象）
★毛糸でつくろう
【2 部制】

（小学生対象）

じどうかんであそぼう
（１歳以上～未就学児対象）
※行事によっては対象
年齢が変わりますので、
各児童館にお問い合わせ

ください。

月1回土曜日
10：30～ 11：00

児童館だより 12月1日～1月10日
★各児童館共通　開館時間　9:30 ～ 17:00  　休 館  日　日曜日・祝日　
お知らせ：2 月末日までの閉館時間が 17:00 に変更となります。

11 月からインスタグラムを始めました。
URL は「https://www.instagram.com/yatomishijidoukan/」です。

弥生児童館は弥生小学校と弥生保育所の間にあります。
１階は子育て支援センターと児童クラブ、２階が児童館
です。午前は親子連れのにぎやかな声、午後はクラブさ
んと児童館に来る小学生の明るい笑い声が響きます。
弥生児童館では昨年から新しく、「ウクレレ部」「ホビー
クラブ」ができました！ウクレレ部は小学３年生から、
ホビークラブは１年生から誰でも申し込みができ、 会員
として参加できます。ウクレレは楽器の持ち方などの基
本から始まり、最新のヒット曲を課題曲として練習して
います。 ホビークラブでは、革でかわいい小物を作った
り、完成したあとも長く使ってもらえるようなアイデア
満載の作品を作ります。また、ボードゲームも 100 種
類以上あり、いつも友達や先生たちと一緒に楽しんでい
ます。
児童館に来ると、いたるところに面白いなぞなぞ、不
思議なおみくじ神社、毎日１回ひけるガチャポンなどワ
クワクがいっぱいです。おもしろ！ワクワク！児童館に
遊びに来てくださいね。

児 童児 童弥 生弥 生 館館児 童児 童弥 生弥 生 館館
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