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開 館 日 月～土（祝日除く）
開館時間 9:00～16:30
駐 車 場 8 台（近隣の商業施設には
駐車しないようお願いします）

支援センター
月

月

１ ☆〇

火

金

１２ ☆〇

◆ファミサポ登録会

１０ 〇
１１ 休館日
🏠Rin 出張ひろば 山の日

🏠赤池出張ひろば

（おしゃべりひろば）

at 赤池公民館

＊ひまわり計測

１６ ☆〇

１７ ☆〇
１８ ☆〇
🏠Rin 出張ひろば
（はいはい）

１９ ☆〇

２４ ☆〇
２５ ☆〇
🏠Rin 出張ひろば ▼子育て支援者講座
（ねんね）

２６ ☆〇
◇子育て講座

９ ☆〇

※19 日赤ちゃんママ
予約開始日１1：００～

２２ ☆〇

木
５ ☆〇

予約開始日１1：００～

１５ ☆〇

水

３ ☆〇
４ ☆〇
🏠Rin 出張ひろば
（よちよち）

２ ☆〇

※5 日赤ちゃんママ

８ ☆〇

8 月の予定

２３ ☆〇

💛はじめまして！
赤ちゃんママ（和室）

土
６ ▽〇
★就労支援講座
１３ ▽〇
◆ファミサポ登録会

２０ ▽〇

💛はじめまして！
＊ひまわり計測
赤ちゃんママ（和室）
◎プレママ・パパの日

２７ ▽〇
◎プレママ・パパの日

🏠赤池出張ひろば
at あかいけ箕ノ手保育園

２９ ☆○

３０ 〇
＊ひまわり計測

３１ ☆〇
🏠Rin 出張ひろば
（講座）

～支援センターからのお願い～
・出入口での健康チェック、手指消毒、マスク着用にご協力ください。
・定員は１５組です。ゆずりあってご利用ください。

9 月の予定

※今後の状況によって変更となる場合があります

☆あそびのひろば･･･10:15～10:30
7 日（水） Rin 出張ひろば「ほっとサロンよちよち」
○えほんのじかん･･･16:15～16:30
8 日（木） 子育て相談（保健師）、訪問支援者養成講座
▽チョキチョキぺったん･･･9:00～16:00
9 日（金） はじめまして！赤ちゃんママ＆プレママ・プレパパの日
＊ひまわり計測 ･･･10：00～16：00（予約不要）
１０日（土） ひまわり計測
💛はじめまして！赤ちゃんママ･･･14:00～16:00（要予約）
10 日（土）・13 日（火）ファミサポ新規会員登録講習日
🏠＆🏠出張ひろば ･･･詳細は裏面参照
１３日（火） 赤池出張ひろば at 赤池公民館
◆ファミサポ登録講習会・・・10:00～、14:00～
１４日（水） Rin 出張ひろば「ほっとサロンはいはい」
詳しくはお気軽にお問合せ下さい。
１５日（木） 子育て相談（栄養士）
★就労支援講座 先着１５名（要申込）参加費：300 円／人
１６日（金） はじめまして！赤ちゃんママ
「【私のキャリアを考える】仕事に活かせる子育てキャリアとは」
１７日（土）ほっこりひろば「就労と保育園・幼稚園のはなし」
10:00～12:00 託児：あり（生後６か月以上、５名まで、500 円／1 名）
１８日（日） お父さんとあそぼう～絵具で遊ぼう～
申込：受付中（電話可） 場所：日進市民会館
２０日（火） ひまわり計測
◇子育て講座「離乳食はじめのいっぽ」13:00～14:00
２１日（水） Rin 出張ひろば「ほっとサロンねんね」
先着 12 組（先着順）対象：生後 6 か月頃までの親子 参加費：100 円
申込：８/1（月）11：00～ 電話可
◎プレママ・プレパパの日 １４:００～
当支援センターの案内と生まれてから役立つ子育て情報
対象：妊娠中の人とパートナー（一人でも可）
申込：開催日の前日までに申込 電話可 参加無料
▼子育て支援者講座 「訪問支援者養成講座」申込受付中
10:00～12:00「訪問支援事業の必要性・有効性」
13:00～15:00「対人援助の価値と倫理／職業倫理と配慮事項」

赤池出張ひろば at あかいけ箕ノ手保育園

２２日（木）

子育て講座「ハイハイする前にきくといいはなし」

訪問支援者養成講座
２４日（土） プレママ・プレパパの日
２８日（水） Rin 出張講座
「スマホで子どもの写真をかわいく撮るコツ」

２９日（木） 訪問支援者養成講座
３０日（金） ひまわり計測

申込開始日 2022 年 8 月 1 日（月）午前 11:00～ 電話可

●Rin 出張ひろば（会場：Rin のおうち）

毎週水曜日に開催します♪

8月
おしゃべりひろば

10:30～12:00

「食事とアレルギーについてみんなで話そう」

対象：3 歳以下の子どもと親
6組
ほっとサロンねんね
10:30～12:00
対象：生後 6 か月以下の子どもと親
7組
ほっとサロンはいはい 10:30～12:00
対象：生後 6 か月～1 歳 0 か月以下
の子どもと親
7組
ほっとサロンよちよち 10:30～12:00
対象：1 歳 0 か月～1 歳半以下の
子どもと親
6組
出張講座
10:30～11:30
「親子でからだあそび」
対象：1 歳０か月～２歳０か月の子どもと親

午後（１２:００～１５:００）

１０日

は自由利用ができます
（予約不要）

２４日
対象

３歳以下の子どもと親

1７日

３日

３１日

6組

♡会場の「Rin のおうち」では、臨時駐車場をご用意しています。

●赤池出張ひろば（会場：以下のとおり）
赤池公民館
対象：生後 6 か月までの子どもと親
定員：10 組

時間はいずれも 10:00～11:30

あかいけ箕ノ手保育園
9 日（火）

対象：1 歳 0 か月～1 歳 6 か月の
子どもと親
定員：5 組

24 日
（水）

♡あかいけ箕ノ手保育園では、①6か月～1歳0か月のお子さんと保護者 ②1歳0か月～1歳6か月のお子
さんと保護者を対象に①と②を交互に開催します。（８月は②です）
♡赤池公民館は駐車場に限りがあります。できるかぎり公共交通機関をご利用ください。
♡あかいけ箕ノ手保育園の駐車場は使用できません。公共交通機関をご利用ください。

ご参加にあたって
・ひよこテラス（★）の子育て支援コーディネーターも一緒に参加していますので、どんなことでも
お気軽にきいてください。
・持ち物は特にありません。お子さんとお出かけをするときに必要なものを持参ください。
・会場内では食事やおやつを食べることができません。ご了承ください。
・当日は、感染予防対策をしながら開催をします。参加者の方も、事前の体温測定及び出入口での健
康チェック、手指消毒、大人の方のマスクの着用にご協力をお願いします。
・季節や気候に応じて水分補給ができるものや上着等を各自でご準備ください。
・参加をキャンセルされる場合は、にっしん子育て総合支援センターへご連絡ください。
・開催内容を今後変更・中止する場合があります。HPなどでご確認ください。
★ひよこテラス（子育て世代包括支援センター）は、妊娠中から子育て期の相談窓口です。コーディネーターが
一緒に考え、必要な情報を提供します。

《申込・問合せ》にっしん子育て総合支援センター

0561-75-2244（月～土

9:00～16:30）

