
～ 育児相談・面接 ～
子育てについて、不安なことはありません？

ひとりで悩まないで、一緒に考えましょう。

火曜日 ～ 日曜日 午前９時 ～ 午後５時

連絡先 グルッポふじとう児童館

〒487-0035 愛知県春日井市藤山台1-1

高蔵寺まなびと交流センター1F

☎(0568）37-４９２６

親子教室 （年齢別実施）

お母さん同士の交流やお子さんとのスキンシップを歌や音楽に合わせてみんなで楽しみましょう。

【日にち】 詳細は、下記をご覧ください

【時 間】１０時～１１時 【申し込み】児童館にて当日受付

グルッポミニ

【日にち】毎週木曜日

【時 間】（体操の後）１１時００分～１１時３０分

【対 象】全年齢参加自由

ペープサートやエプロンシアター、簡単手あそび歌など、お子さんとニッコリほっこり

する時間を楽しみましょう。

困ったなぁ…

グルッポBabyの会

ママのための”グルッポBabyの会” 初めての子育て、ママ同士でお話しませんか？

ふれあい遊びや絵本の読み聞かせ、子育てアドバイスもあります。

♪ 赤ちゃんの体重測定もできますよ ♪

【日にち】１/９、２/６、３/１３（水）

【時 間】午後１時３０分 ～ 午後２時３０分

【対 象】0 ～ 1歳半のお子さんをお持ちのお母さん

【予 約】当日、児童館にて当日受付

* ０歳児 * 1/22 『わらべうたマッサージ』『ふれあい遊び』『子育て情報交換』

2/19 『わらべうたマッサージ』『ふれあい遊び』『子育て情報交換』

3/12 『手形スタンドをつくろう』

* １歳児 *

1/29 『節分ごっこ』

2/26 『おひなさま作り』

3/19 『手形スタンドをつくろう』

* ２・３歳児 *

1/8  『節分ごっこ』

2/5 『おひなさま作り』

3/5 『手形スタンドをつくろう』

月 火 水 木 金 土 日

1 2 3 4 5 6

おやすみ おやすみ おやすみ 読み聞かせの会 小学生工作

7 8 9 10 ｸﾞﾙｯﾎﾟﾐﾆ 11 12 13

おやすみ 親子教室２・３歳児 グルッポBabyの会 絵本の会 ペットボトルでエコしちゃお 小学生工作

14 15 16 17 ｸﾞﾙｯﾎﾟﾐﾆ 18 絵本の会 19 20

おやすみ ★ベビーマッサージ ★親子ヨガ教室 異文化交流会 小学生工作

21 22 23 24 ｸﾞﾙｯﾎﾟﾐﾆ 25 26 27

おやすみ 親子教室０歳児 ★ハンドメイド講座 絵本の会 小学生工作

28 29 30 31 ｸﾞﾙｯﾎﾟﾐﾆ

おやすみ 親子教室１歳児 ★ママとヨガ

月 火 水 木 金 土 日

1 2  人形劇団とびねこ 3

読み聞かせの会 ボードゲームで遊ぼう会 小学生工作

4 5 6 7　 ｸﾞﾙｯﾎﾟﾐﾆ 8 9 10

おやすみ 親子教室２・３歳児 グルッポBabyの会 絵本の会 ★親子で楽しむ音楽の会 小学生工作

11 12 13 14 ｸﾞﾙｯﾎﾟﾐﾆ 15 絵本の会 16 17

おやすみ ★ベビーマッサージ ★親子ヨガ教室 小学生工作

18 19 20 21 ｸﾞﾙｯﾎﾟﾐﾆ 22 23 24

おやすみ 親子教室０歳児 ★ハンドメイド講座 絵本の会 小学生工作

25 26 27 28 ｸﾞﾙｯﾎﾟﾐﾆ

おやすみ 親子教室１歳児

月 火 水 木 金 土 日

1 2 3

読み聞かせの会 小学生工作

4 5 6 7　ｸﾞﾙｯﾎﾟﾐﾆ 8 9 10 ★マジックショー

おやすみ 親子教室２・３歳児 ★ベビーマッサージ 絵本の会 小学生工作

11 12 13 14 ｸﾞﾙｯﾎﾟﾐﾆ 15 絵本の会 16 17

おやすみ 親子教室０歳児 グルッポBabyの会 ★親子ヨガ教室 小学生工作

18 19 20 21 ｸﾞﾙｯﾎﾟﾐﾆ 22 23 24

おやすみ 親子教室１歳児 絵本の会 小学生工作

25 26 27 28 ｸﾞﾙｯﾎﾟﾐﾆ 29 30 31

おやすみ 絵本の会 小学生工作

3月

１月

2月

グルッポ児童館カレンダー

★ 申し込みが必要な活動です。申し込みは、全てグルッポふじとう児童館にて受け付けています。

その他の活動も、人数の状況で先着順になる場合もありますので、ご了承ください。

グルッポふじとう

児童館だより
平成３１年１月４日 １月・２月・３月

第４号

今年もたくさん遊びに来てくださいね♪

子育てについての情報交換をしました！

ママたちのおしゃべりも盛り上がりました♪

手作りのカバンを持って、お外へ『秋』を

見つけに探検へ！ 何を見つけたかなぁ？

忙しいママのために、”リース作り”の催しを

しました。オリジナルリースが完成★

グルッポBabyの会X'masリース作り

うごく土のまち 移動児童館
お父さん、お母さん、家族みんなと粘土を使って

”高蔵寺のまち”を作りました！
11月 親子教室 おさんぽ探検隊

クリスマス会 エレクトーンにハンドベル、美しい音色に

みんなでX'mas気分を味わいました。



ママとヨガ
お子さんと一緒にリラックスタイム～♪

【日 時】1/30（水） 午前10時10分 ～

【対 象】１歳半 ～ のお子さん

【定 員】１３組（先着順）

【持ち物】 ヨガマットまたは大判タオル、

動きやすい服装

【講 師】余吾 千洋

家族、友だち同士でアナログゲームのドイツゲームやボードゲームであそぼう！

【日時】2/2(土) 10時～１２時 【対象】小学生・中学生・高校生

ボードゲームで遊ぼう会（偶数月の第１土曜日）

【時 間】午前11時 ～ 11時30分（ 体操終了後 ）

絵本の会 （毎週金曜日実施）

小学生工作 （毎週日曜日実施）

身近な廃材でアッと驚く工作をやってみよう！

（行事等により、実施しないこともあります）

【時 間】午前９時 ～ 1２時

【対 象】小学生、小学生のいるご兄弟、年中長児

１月：凧づくり ２月：牛乳パックブーメラン

３月：牛乳パックで竹とんぼ

ペットボトルでエコしちゃお☆
ペットボトルの分別やリサイクルについて

学びましょう！

【日 時】1/12（土） 午後１時３０分 ～

【対 象】小学生

【講 師】中部大学の学生

＊ 内容 ＊

・ペットボトルについての学習・工作 など

異文化交流会
留学生の方と、楽しい時間を過ごしましょう！

【日にち】1/19（土）

【時 間】午後１時３０分 ～

【場 所】グルッポふじとう児童館 １－７

【対 象】全年齢

【内 容】世界の国のことを知る

【講 師】留学生

ハンドメイド講座 第１弾

１月より、新たにスタートします♪

既製のシンプルバッグをデコパージュや

リボンで装飾し、オリジナルバッグを作ります。

【日 時】1/23（水）午前10時 ～ 11時30分

【対 象】０～18歳までのお子さんをお持ちのお母さん

【定 員】１0組（先着順）【持ち物】はさみ

【参加費】1000円

【講 師】Angelina 榊原 いつ加

ハンドメイド講座 第２弾

愛県大生による人形劇団 とびねこ
【日 時】２/２（土） 午後1時30分 ～ ２時00分

【場 所】グルッポふじとう児童館 １－７

【対 象】全年齢

【内 容】お話『ぷかぷかクー太』
【提 供】愛知県立大学の学生 人形劇団サークル”とびねこ”

２・３月 特別イベントの案内♪

【日 時】2/20（水）午前10時 ～ 11時30分 【対 象】０～18歳までのお子さんをお持ちのお母さん

【定 員】10組（先着順） 【内 容】コサージュ作り 【参加費】1000円

名大生による マジックショー

【日 時】３/10（日） 午後1時30分 ～

【場 所】グルッポふじとう児童館 １－７

【対 象】全年齢

【提 供】名古屋大学奇術研究会

親子 で楽しむ音楽の会

【日 時】2/9（土） 午後2時 ～

※ 詳細は、児童館にてお問い合わせ下さい。

月 火 水 木 金 土 日

1 2 3 4 5 6

おやすみ おやすみ おやすみ 読み聞かせの会 小学生工作

7 8 9 10 ｸﾞﾙｯﾎﾟﾐﾆ 11 12 13

おやすみ 親子教室２・３歳児 グルッポBabyの会 絵本の会 ペットボトルでエコしちゃお 小学生工作

14 15 16 17 ｸﾞﾙｯﾎﾟﾐﾆ 18 絵本の会 19 20

おやすみ ★ベビーマッサージ ★親子ヨガ教室 異文化交流会 小学生工作

21 22 23 24 ｸﾞﾙｯﾎﾟﾐﾆ 25 26 27

おやすみ 親子教室０歳児 ★ハンドメイド講座 絵本の会 小学生工作

28 29 30 31 ｸﾞﾙｯﾎﾟﾐﾆ

おやすみ 親子教室１歳児 ★ママとヨガ

月 火 水 木 金 土 日

1 2  人形劇団とびねこ 3

読み聞かせの会 ボードゲームで遊ぼう会 小学生工作

4 5 6 7　 ｸﾞﾙｯﾎﾟﾐﾆ 8 9 10

おやすみ 親子教室２・３歳児 グルッポBabyの会 絵本の会 ★親子で楽しむ音楽の会 小学生工作

11 12 13 14 ｸﾞﾙｯﾎﾟﾐﾆ 15 絵本の会 16 17

おやすみ ★ベビーマッサージ ★親子ヨガ教室 小学生工作

18 19 20 21 ｸﾞﾙｯﾎﾟﾐﾆ 22 23 24

おやすみ 親子教室０歳児 ★ハンドメイド講座 絵本の会 小学生工作

25 26 27 28 ｸﾞﾙｯﾎﾟﾐﾆ

おやすみ 親子教室１歳児

月 火 水 木 金 土 日

1 2 3

読み聞かせの会 小学生工作

4 5 6 7　ｸﾞﾙｯﾎﾟﾐﾆ 8 9 10 ★マジックショー

おやすみ 親子教室２・３歳児 ★ベビーマッサージ 絵本の会 小学生工作

11 12 13 14 ｸﾞﾙｯﾎﾟﾐﾆ 15 絵本の会 16 17

おやすみ 親子教室０歳児 グルッポBabyの会 ★親子ヨガ教室 小学生工作

18 19 20 21 ｸﾞﾙｯﾎﾟﾐﾆ 22 23 24

おやすみ 親子教室１歳児 絵本の会 小学生工作

25 26 27 28 ｸﾞﾙｯﾎﾟﾐﾆ 29 30 31

おやすみ 絵本の会 小学生工作

3月

１月

2月

グルッポ児童館カレンダー

★ 申し込みが必要な活動です。申し込みは、全てグルッポふじとう児童館にて受け付けています。

その他の活動も、人数の状況で先着順になる場合もありますので、ご了承ください。


