２月のお知らせ
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予約
受付中！

２

月

の

月

間 予

ネットワークが運営しています。

▽働くお母さんのための子育てサロン（保育付）
子育てと仕事や家事、家族や自分自身のことなど…
日々の中で感じているいろいろなこと、みんなでゆっくりと
話してみませんか？これから仕事に復帰する、始めるとい
う方のご参加もお待ちしています。
※アドボケーター 渡邉 寛さん
＊２月１７日（土）１０：００～１２：００（予約制）
予約制：定員１０組程度 参加費：無料

先月は、大雪が降る日もあり、いよいよ、寒さも深まって
きました。ちょっと出かけるのも、たくさん着こまなくて
はならなかったり、少したいへんかもしれませんね。でも
思い切って外に出ると、霜柱や吐く息の白さなど、この季
節ならではの楽しみに出会えますね。
お外で遊んで体が冷えたら、暖かいみぬまっくに遊びに来
てくださいね。

◆◇

さいたま市子育て支援センター「みぬま」は、

/oowada.htm
さいたま市の委託を受け、特定非営利活動法人彩の子

保育あり：お子さん 1 人につき 300 円（保険代込）

定

◇◆

月間予定は

＜開館日・開館時間＞月～土曜日、第２・第４日曜日(祝祭日除く)9:00～16:00
携帯からも
見られます。
※各予約は、1 日（木）より 直接来館または、電話でお受けします。
５日（月）「リトミック」、７日（水）「赤ちゃんサロン」は、１月２９日（月）より受付開始します。
※毎週水曜午後「赤ちゃんサロン」、２７日（火）「セミナーみぬまっく」の時間は、会場の都
合上、ご予約頂いた方のみ来館できます。ご了承ください。（その他予約制のプログラム
の時間は通常来館可能です）
※水やりタイム 10 時か
ら行います。みんなで植
えた駐輪場のお花に一緒
にお水をあげませんか？

■おはなしタイム
10:45～11:00、みんなで手
遊びや絵本を楽しみます。
15:40～も行っています。

１日（木）
✿手話ソングサークル
１０：００～１０：４０

２日（金）

３日（土）

■おはなしタイム ■おはなしタイム

「ブックスタート」
を行っています♪
「ブックスタート」
を随時行っていま
す。
引換券をお持ち
になり、
受付でお声
掛けください。

４日（日）
お休み

■おはなしタイム

５日（月）

６日（火）

※水やりタイム
■おはなしタイム
◇リトミック
（午後・予約制）

12 日（月）
お休み
（振替休日）

19 日（月）

７日（水）
♪えいごあそび
10:45～11:00

■おはなしタイム ★赤ちゃんサロン①
13:30～14:30
(予約制)

13 日（火）
14 日（水）
●子育てサロン ■おはなしタイム

「もも」 ★赤ちゃんサロン②
10:00～12:00

13:30～14:30

(予約制・保育付)

(予約制)

20 日（火）

21 日（水）

８日（木）
✿手話ソングサークル
１０：００～１０：４０

※水やりタイム
■おはなしタイム ◎パパとあそぼう

■おはなしタイム

10：４５～11：30

15 日（木）
✿手話ソングサークル
１０：００～１０：４０

■おはなしタイム

22 日（木）

♪みんなでうたを
たのしもう
13：30～14：00

◇リトミック
（午後・予約制）

11 日（日）
お休み
（建国記念日）

16 日（金）

17 日（土）

18 日（日）

○お産を語ろう
10：00～12：00

▽働くママサロン
10：00～12：00

お休み

※水やりタイム

■おはなしタイム ◆みんなで
あそぼう
10：30～11：30 ※水やりタイム ★赤ちゃんサロン③
10：45～11：15
（予約制）
■おはなしタイム
13:30～14:30
かわいいひな
■おはなしタイム
飾りを作ろう
(予約制)

■おはなしタイム

10 日（土）

(予約制・保育付)

（予約制・保育付）

23 日（金）

24 日（土）

25 日（日）

✿手話ソングサークル
１０：００～１０：４０

▲日本式ベビー
マッサージ教室

26 日（月）

９日（金）

27 日（火）
☆セミナー

28 日（水）
■おはなしタイム

★赤ちゃんサロン④
みぬまっく
13:30～14:30
10：00～12：00
(予約制)
（予約制・保育付）

■おはなしタイム
（ミニお誕生会）
１０：４５～１１：００
１５：３０～１５：４５

□パパの
子育てサロン
※水やりタイム
＆セミナー
■おはなしタイム 10：00～12：00
（予約制）

🎂ミニお誕生会
２月生まれのお子さんたちをみんなでお祝いします。あらかじめ手形
を取ってカードを作りますので、お声がけください。
＊２月２３日（金）10:45～11:00 or 15:30～15:45
予約不要です。どちらかの時間にいらっしゃってください。
お誕生会当日に手形をお取りになる方は、早めの時間に来館してい
ただくとスムーズです。

□パパの子育てサロン＆セミナー

●たいへんも、うれしいも、もちよって

２月の子育てサロン「もも」（保育付）
今年は寒さが本格的。お出かけするのも少しおっくうに
なってしまうかもしれませんね。それでも、子どもたち
はパワフルで、日々たいへんになることもしばしば…。
ホッと一息ついて、みんなでゆっくりお話してみません
か？聴いているだけでも大丈夫。子どものこと、自分自
身のこと、まわりとのあれこれ…
たいへんも、うれしいも、どんな気持ちも大事に思いな
がら、一緒に考えられる時間です。
赤ちゃん・子どもたちは安心して預けられて、わたしを
大切にできるステキな時間、ご一緒しませんか。
※アドボケーター：渡邉 寛さん

＊２月１３日（火）10：00～12：00（予約制）
予約制：定員１０組
参加費：無料
保育あり：お子さん 1 人につき 300 円（保険代込）

「赤ちゃん・子どもと探険しよう！絵本の世界」（全３回）
子どもはどんなふうに絵本を体験しているのかな？舐めたり噛ん
だり、パタパタめくるのがたのしそうだったり、次々と絵本を持って
きたり、読んでいる途中でどんどんめくったり、同じ本を何度も何
度も「読んで！」だったり…。子どもと絵本のステキな関係、探して
みませんか。写真やエピソードを持ち寄って、日頃気になっている
ことなどを話す時間も持ちましょう。
第１回 「絵本以前（なぐり書き・頭足人）の豊かな世界」
第２回 「子どもと絵本のステキな関係いろいろ」
第３回 「春が来た来た！絵本の中へでかけよう♪」
（第３回目は、栗原知子さんとともに音楽も楽しみます。）
講師：渡邉寛さん セミナーみぬまっく講師、前日本子ども総合研究所嘱託研究員

※１歳以上のお子さんもぜひ！ママとの参加も OK！
＊２月２５日（日）１０：００～１２：００（予約制）
第４日曜！
予約制：定員１５組程度 参加費：無料

◎パパとあそぼう

○お産を語ろう（保育付）
妊娠・出産・子育て…、止まることができない中で、
身体も気持ちも初めての体験の連続、喜びだけでなく
不安もいっぱいで、とにかく頑張らなくちゃとやって
きた私たち。それはどんな体験だったのか、ゆっくりと
思い起こしながら大切に話したい時間です。
マタニティの方もぜひ一緒にお話しましょう。

＊２月１６日（金）10：00～12：00（予約制）
予約制：定員１０組
参加費：無料
保育あり：お子さん１人につき 300 円（保険代込）

☆セミナーみぬまっく（保育付）
「“なかよく”遊ぶって、ムズカシイ！？
～赤ちゃん、子どもはどんな気持ちで遊んでる？」全３回
1 回目は、大人同士で「いないいないばぁ」をやってみました。やっ
てもらってうれしい気持ちになったり、ちょっと緊張したり。
「いないいない」と「ばぁ」の間の「あそび」や、赤ちゃんこどもが持
つ感覚など、みんなで話しました。
２回目は、“なかよく”遊ぶってどんなことだろう？と考えてみたい
と思います。 取ったり取られたり、遊びに入れなかったり、入らな
かったり…大人からみるとハラハラするような場面、子どもたちは
どう体験しているのかな。その時々、どんなふうにいられるのがう
れしいのかな。いろいろ思う自分たちの気持ちも考えながら、赤ち
ゃん、子どもの遊びのこと、一緒に考えてみませんか。
写真はこちらまで！→sainoko-center@oboe.ocn.ne.jp
第１回「赤ちゃん子どもは“遊び”でできている？
～“遊び”から、赤ちゃん子どものことを知ってみよう」
第２回「“なかよく遊ぶ”って、ムズカシイ！？
“なかよく”ってどんなこと？」
第３回「赤ちゃん、子どもがうれしく感じる遊びや関係って
どんなもの？」
講師：渡邉 寛さん
＊２月２７日（火） 10：00～12：00 (予約制)
予約制：定員１５組
参加費：無料
保育あり：お子さん１人につき 300 円（保険代込）

廃材を使って、電車を作ってみましょう！大人の方が楽し
くなってしまうかも…ママとお子さんとの参加もＯＫです

＊２月１０日（土）10：45～11：30（予約不要）

★赤ちゃんのための赤ちゃんサロン
１歳未満の赤ちゃんたちの時間です。
手遊びや歌遊び－赤ちゃんたちはどんなリズムを感じ
ているのかな？赤ちゃんたちのかかわりもゆっくり見
守りながら、一緒にお話をしましょう。
＊２月７日・１４日・２１日・２８日（水曜日 13:30～14:30）
予約制：定員２０組程度 参加費：無料
※いずれか１回の参加となります。
※2/7 の予約は、1/29（月)より受付開始します。

◇親子ｄｅリトミック
音楽に合わせて動く中で、集中力や思考力、表現力など、
子どもの「生きる力」につながる基礎が育まれます。

＊２月 ５日（月）①14：00～14：30 ②14：45～15：15
２６日（月）①14：00～14：30 ②14：45～15：15
予約制：各回定員２０組程度
参加費：無料
＊2/5 の予約は、１/29（月）より受付開始します。
♪えいごあそび 2/7
「マザーハロハロ」のお二人
と一緒に楽しむ、えいごによ
る手遊びやうた遊び、絵本の
時間です。
（予約不要）

▲日本式ベビーマッサージ教室 2/19
江戸時代から日本で行われている、
オイルを
使わないベビーマッサージです。
予約制：定員6組（０歳児対象）
参加費：無料

バスタオル持参

♪みんなでうたをたのしもう♪
ソプラノ歌手・早乙女弘枝さんと一緒に、歌ったり聴い
たり、子どもたちと一緒に大人も楽しみましょう。

✳２月２２日（木）13：30～14：00（予約不要）

✿とーくるーむ「たんぽぽ」で話しませんか

❤シングルマザーズサロン
「ほっと❤ふーっと」（保育付）

予告！

＊３月１８日（日）14:30～15:30 （予約制）
予約制：定員１０組 参加費・保育料とも無料
こども☆夢☆未来フェスティバル（伊奈町）内で開催！
シングルマザーのお部屋もあります。ゆっくりしにいらして
くださいね。くわしくは、下記までお問い合わせください。
◆申し込み・問い合わせ◆
子育て支援センターみぬま

日々の中で感じている、いろいろな思いをゆっくり話してみま
せんか。とーくるーむ「たんぽぽ」は、あなたのことをどこまでも
大切に、一緒に考えたい談話相談室です。
その時間を大切にできるよう、あらかじめ予約をお願いしま
す。お気軽にスタッフまでお声がけください。
相談、保育ともに無料です。
また、子育て中のちょっとした不安や聞いてみたいことなど、
お電話でお話を聞くこともできます。ご連絡ください。
＜相談専用電話＞０４８－７４７－４５３２

TEL：048-747-4531（月～土曜 第 2 第 4 日曜 9:00～16:00 ※祝祭日を除く）

