
☺≪えいごで遊ぼう≫　　場所　乳幼児室A ※申込受付4/4(火)9：00~TELまたは窓口
実施日 時間 対象  (各時間先着5組) 内容/費用

14日(金)
①10:30~11:00 ０歳～1歳半の乳幼児とその保護者 外国人の先生と体を動かしながら英語で

楽しく遊びましょう。/100円(町外の方)②11:00~11:30 1歳半頃~3歳までの幼児とその保護者
≪親子教室≫ 場所  乳幼児室A ※当日受付 先着4組

教室名 実施日 時間 内容/対象　乳幼児とその保護者
絵本・紙芝居 4日(火) 10:30~11:15    絵本の読み聞かせと手遊び、制作などをします。

・町外の方もご利用いただけます。　 パネルシアターペープサート 11日(火)    パネルシアターと手遊び、制作などをします。
・☺の付いた事業については、町外の方は参加費(100円)がかかります。 ≪くるコロりん≫ 場所　多目的ホール
 午前の部： 9：30～12：00まで         午後の部： 13：30～16：00まで 実施日 時間 対象 内容
・午前･午後の部とも50組(100名程度)を上限とさせていただきます。 3、17日(月) 10:30~10:50 乳幼児とその保護者 親子で曲に合わせて体を動かしながら
※上限に達していなければ、1日2回(午前、午後)の利用もできます。 ゲームなどをして遊びます。

☺≪子育て講座≫ 場所　多目的ホール ※申込受付4/12(水)9：00~TELまたは窓口(先着5組)
・咳などの風邪症状や37℃を超える発熱、体調不良の方は入館できません。 実施日 時間 対象 内容/費用/持ち物
・マスクの着用は状況によりお願いをする場合があります。

26日(水) 10:30~11:30
乳幼児とその保護者

(託児有)
楽しくエアロビクスをします。/100円(町外の方)

  ※3歳未満のお子さんは除きます。　 動きやすい服装、運動靴(室内用)、タオル、飲み物
・館内での食事はできません(水分補給は可能です)。 ≪サロン・のびのび≫ 場所　乳幼児室A ※申込受付4/7(金)9：00~TELまたは窓口(先着5組)
・不明なところがありましたら気軽に職員にお尋ねください。 実施日 時間 対象 内容

21日(金) 10:30~11:00 1歳~3歳児と
その保護者

子育て仲間と気軽におしゃべりをして息抜きしましょう。
おみやげもあります。

≪サロン・ぷくぷく≫ 場所　乳幼児室A ※申込受付4/7(金)9：00~TELまたは窓口(先着5組)
≪小学生何でもチャレンジ≫ 場所　多目的ホール 実施日 時間 対象 内容

実施日 時間 対象 内容 18日(火) 10:30~11:00 ０歳の乳児と
その保護者

子育て仲間とおしゃべりをしましょう。おみやげもあります。
1、15日(土) 10:00~15:00 小学生 わなげで何点とれるかチャレンジ！！ 11:00~11:30 ハロークリニックの保育士さんに育児の相談ができます。
≪スポーツの日≫ 場所　多目的ホール     ※1グループ1回20分間 ≪誕生会≫ 場所　乳幼児室A

実施日 時間 対象 内容 実施日 時間 対象 内容
8日(土) 14:00~15:20 4歳以上 バスケットボール・バドミントン 19日(水) 10:30~11:00 4月生まれの乳幼児とその保護者 タオルシアターでお祝いします。
22日(土) 卓球・フットホッケー ≪手形取り≫ 場所　乳幼児室A ※当日受付 先着20名

≪壁面作り≫ 場所　学習室 実施日 実施時間 対象 （各時間先着10名） 内容
実施日 実施時間 対象（各時間先着8組） 内容 7日(金) ①10:15~10:45 乳幼児とその保護者 身体測定と手形取りをします。

9、23日(日)
①10:30~11:00

4歳以上 4月の壁面を作ります。
②10:45~11:15

②14:00~14:30 ≪みんなで遊ぼう≫ 場所　乳幼児室A ※当日受付 先着4組
教室名 実施日 時間 内容/対象　乳幼児とその保護者
トミカ 5日(水) 10:30~11:15 はたらく車を覚えてトミカで遊びます。
ねんど 12日(水) 10:30~11:15 いもむしとちょうちょを作って遊びます。

☺≪ママのリフレッシュタイム≫ 場所　図書室 ※申込受付4/18(火)9：00~TELまたは窓口(先着5組)
実施日 時間 対象 内容/持ち物

日時　4月2・16日(日)　10:30~11:00　 28日(金) 10:30~11:30 乳幼児とその保護者
コットンボールを作って飾りましょう。/託児有

対象　どなたでも参加できます。(各日先着12名) 飲み物/100円(町外の方)
場所　かわみんハウス運動場
内容　☆色が変化する超連続しゃぼん玉
　　　　☆BIGしゃぼん玉

たくさんのアイテムを使ってしゃぼん玉の世界で遊びましょう。

◎利用方法

◎入館・館内での注意

きい ☆センターからのおしらせ☆

☆子育て支援センター事業☆

☆児童センター事業☆

〒350-0123　川島町大字畑中348　TEL049-297-1064  FAX049-297-8417
　ホームページ　http://kawamin.ciao.jp/

かわみんハウスだより3月
2023年（令和5年）

◆◇　川島町子育て支援総合センター　◇◆

町外の方も利用できます。

　今月のイベント      

かわみんハウスだより4月
◆◇　川島町子育て支援総合センター　◇◆

ハッピーイースター
☆今月のぬりえ☆

※申込受付3/26(日)9:00~TEL又は窓口



日 月 火 水 木 金 土 ◇メルちゃん　うさぎさんそうじき ◇木製アクティビティプレイセンター(指先知育玩具)
1 ◇ぽぽちゃんのおしゃべり弁当 ◇プルトーイ・はりねずみ
小学生何でも ◇D-Bike　Dax
チャレンジ！

2 3 4 5 6 7 8 かわみんハウスは、月に２回ブログ更新をしています。 　 
しゃぼん玉 くるコロりん 親子教室 トミカで遊ぼう 休館日 手形取り スポーツの日 月の事業の詳しい内容やセンターの情報をのせています。 

絵本・紙芝居 乳幼児相談 バスケット かわみんハウスホームページのトップ画面をご覧ください。
バドミントン

9 10 11 12 13 14 15
壁面作り 親子教室 ねんどで遊ぼう 休館日 えいごで遊ぼう 小学生何でも

パネルシアター つくしんぼ教室 チャレンジ！ 今月は 親子教室 を紹介します。　毎月第１火曜日に基本行っています。
ペープサート

16 17 18 19 20 21 22 ①最初にみんなでご挨拶をしてから、１人ずつ自己紹介をします。
しゃぼん玉 くるコロりん サロン・ぷくぷく 誕生会 休館日 サロン・のびのび スポーツの日 ②今月の歌をうたってから、先生の絵本や紙芝居を見ます。

4か月児健診 卓球 ③親子で季節の制作をします。
フットホッケー  制作はとても簡単です。もしお子さんが飽きても気にしなくてOKです。

23 24 25 26 27 28 29 ④最後はみんなでアンパンマン体操をして終わります。
壁面作り 発達相談 子育て講座 休館日 ママのリフレッシュ

2歳児健診 タイム ぜひ参加してみてください。待ってま～す！！

30

◇つくしんぼ教室       ※事前申込が必要です。
実施日 時間 内容

13日(木) 10:00~11:00 お子さんの発達する力を伸ばすための教室です。     お問合せ:299-1765
◇子どもの健診　　　　 ※該当のお子さんには事前に通知をします。  

対象 実施日 受付時間 内容
4か月児健診 20日(木) 13:10~14:00 身体計測、内科診察、育児相談、離乳食相談等
2歳児健診 27日(木) 13:10~14:00 身体計測、内科・歯科診察、フッ素塗布、育児相談等

◇子どもの相談　　　　 
実施日 時間 内容

6日(木) 9:30~10:30受付 乳幼児相談  ＜身体計測・育児相談＞   　　  お問合せ:299-1765
※受付時間内におこしください。

25日(火) 9:00~16:30 発達相談（ことば）　※事前申込が必要です。   　　　　　　　　　　　　　　　申込:299-1765 

4月かわみんハウス行事予定

★下記の事業は川島町在住の方が対象となります。
※新型コロナウィルス感染状況により
　　中止となる場合があります。

最後は
かわみんハウススタッフより皆さんへ

子育て支援課事業のお知らせ

 ☆ランランタイム（絵本・紙芝居・ふれあい遊び等)は
    毎日行っています。 
　　★11:00～　★14:00～ 

〇センターの開館時間  9:00～17:00
〇休館日   原則毎週木曜日 
（木曜日が祝日の場合は翌日)

かわみんハウス：297-1064
※小学2年生までは
   大人のつきそいが必要です。

については、子育て支援課(299-1765)にお問い合わせください。

つばさ北学童クラブ：297-3255　スクーリング・サポートセンター：297-6556
※学童保育、スクーリング・サポートセンターにつきましては各所にお問い合わせください。

今月の事業の中から1つ、少しだけ詳しく紹介します。(^^)/

ブログも見てね　      ホームページ  http://kawamin.ciao/jp/

　新しいおもちゃが入りました。 

K

編集後記

４月はフラワーペーパーで
ミツバチを作ります。


