さくらんぼ

土浦市地域子育て支援センターさくらんぼ
土浦市東崎町４－７(東崎保育所内)
☎/Fax 029-823-1288
月曜日～金曜日 ９時３０分～１２時
１３時～１６時３０分

2023 年 1 月
月
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水

３
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さくらんぼ
QR →

９

10 募集 10 組
親子ふれあい教室
成人の日
『親子ビクス(辻先生)』
(場)3 中地区公民館※
16
募集 10 組
17 募集８組
親子ふれあい教室
親子ふれあい教室
『親子ビクス(穂戸田先生)』
『親子ビクス(辻先生)』
(場)神立コミュニティセンター
(場)４中地区公民館※
23
24 募集 10 組
親子ふれあい教室
2 月申し込み日
『親子ビクス(穂戸田先生)』
(場)１中地区公民館
30
31
すくすくルーム
赤ちゃんのカレンダー作り
＆育児相談
(場)支援センター
『※』…じゅうたんの
部屋

さくらんぼ
お部屋開放
始まり日
11 募集 10 組
親子ふれあい教室
『親子ビクス(辻先生)』
(場)２中地区公民館※
18

25
親子ふれあい教室
「広いお部屋であそぼう！」
(場)新治地区公民館

５ 親子ふれあい教室
1 中と都和は重複
可能です！
繰り返し楽しもう！

12 募集 10 組
親子ふれあい教室
『親子ビクス(穂戸田先生)』
(場)６中地区公民館※
19 募集１０組
すくすくルーム
(場)２中地区公民館※
26
親子ふれあい教室
１才以上のカレンダー作り

(場)支援センター

金
６
手形アート作り
1 歳以上 10:00～
0 歳児 13:00～
(場)支援センター
13 募集 10 組
親子ふれあい教室
『親子ビクス(穂戸田先生)』
(場)都和公民館◎
20 募集１０組
すくすくルーム
(場)３中地区公民館※
27 募集 10 組
親子ふれあい教室
『凧作り』
(場)新治地区公民館

さくらんぼお部屋開放
予約制です。9：30～12：00，13：00～16：30
当日予約も大歓迎！ご利用の際はお電話下さい。

1 月イベント申込み(活動によって初日の受付時間が異なります。)
☎０２９－８２３－１２８８ （９：３０～１６：３０）

『(場)』…イベント場所

『◎』上靴が必要

木

親子ふれあい・1 才カレンダー・凧・手形

12 月 20 日(火) 9 時 30 分から電話で
☆ イ

ベ

ン

ト の ご 案

生後４ヵ月から満１歳の未就園児親子の方
（※兄姉の参加はご遠慮ください。
）

すくすくルーム「赤ちゃんとふれあい遊び」
【内 容】わらべうた、運動遊びで赤ちゃんと触れ合います。
【定 員】各公民館１０組
お正月の雰囲気も味わえるよ！
【時 間】10:00～11:30(受付 9:50)
【持ち物】バスタオル，飲み物，ｳｪｯﾄﾃｨｯｼｭ
赤ちゃんのカレンダー作り＆育児相談
【内 容】赤ちゃんと写真を撮って，手作りカレンダーに飾ります。
【定 員】各４組ずつ（公民館と重複可）
【時 間】①10:00～11:30②13：30～15：00
（午前は栄養士、午後は助産師の相談になります）
【持ち物】バスタオル，のり，飲み物，作品持ち帰り袋
手形アート作り
(公民館と重複可)
【内 容】お子様のかわいい手形アートを作りましょう。
【定 員】各回４組ずつ
【時 間】①10:00～11:30(1 歳以上)②13:30～15：00(0 歳児)
【持ち物】のり，飲み物，作品持ち帰り袋，バスタオル(赤ちゃんのみ)
申込みについて
＊土浦市在住の就園前のお子さんとその保護者の方が対
象です。駐車場はお問合せください。
＊全てのイベント・来所は電話予約制です。ご自宅での検
温と保護者の方のマスク着用をお願いいたします。
＊体調が優れない時やキャンセルの場合は、ご連絡下さい。

すくすくルーム・赤ちゃんのカレンダー・手形

12 月 20 日(火) 13 時 30 分から電話で

内 ☆（すべて予約制です。）
１歳以上の未就園児親子の方
（※就園している兄姉の参加はご遠慮ください。
）

親子ふれあい教室「親子ビクス」 1 中と都和は重複可
【内 容】講師の先生と一緒に楽しく体を動かしましょう。
【定 員】カレンダーに記載。公民館により異なります。
【時 間】10:00～11:30(受付 9:50)
【持ち物他】飲み物，動きやすい服装
親子ふれあい教室「1 才以上のカレンダー作り」
【内 容】お子さんと写真を撮って手作りカレンダーに
飾ります。
（公民館と重複可）
【定 員】各４組ずつ
【時 間】①10:00～11:30②13：30～15：00
【持ち物】のり，飲み物，作品持ち帰り袋
親子ふれあい教室「広いお部屋であそぼう！」
【内 容】広いお部屋で自由に遊びます。ブロックやおままごと、
フラフープやボールなどを用意します!
【定 員】10 組【時 間】10：00～11：30(受付 9：50)
【持ち物】飲み物
（公民館活動と重複可）

親子ふれあい教室 ～凧作りをしましょう！～
【内 容】ビニール凧に絵を描いて，凧遊びをしましょう。
【場 所】新治公民館 （公民館と重複可）
【定 員】1 歳以上の親子１0 組
油性ペンを使います！
【時 間】10:00～11:30(受付 9：50)
【持ち物】セロテープ，飲み物、汚れてもよい服装

R４年 11 月 10 日作成です。コロナ対策により、活動内容・定員に変更がある場合があります。

２０２２．12 月
土浦市地域子育て支援センター

さくらんぼ通信
2022 年も残すところあとわずか、今年もたくさんのお友達がさくらんぼに遊びに来てくれ
ました！来年もまだコロナ禍の中ではありますが，親子で楽しい時間が過ごせるように，さく
らんぼスタッフ一同皆さんのご参加をお待ちしております！

☆親子ふれあい教室(1 歳以上)☆

わんわんのいないいないばぁ！の制作の
後は、サンタさんが会いに来てくれました。
一緒に踊ったり、プレゼントをもらったり、
楽しいクリスマス会になりました！

☆すくすくルーム(0 歳児)☆

赤ちゃんのところにもわんわんサンタ
が来てくれました！職員のハンドベルに
もよく耳を傾けてくれました。ママ同士
のおしゃべりタイムも好評です！

☆親子ふれあい教室「お散歩わんわん制作」☆

六中公民館にて、さくらんぼの人気の手作りおもちゃ「お散歩わんわん」の制作をし
ました。作り終わってから、みんでコロコロ転がして歩き回りました！その後のフリー
タイムでは、ブロックやおままごと、段ボール車やトンネルなどお気に入りのおもちゃ
で楽しく遊びました♡

☆カレンダー作り☆

☆手形アート作り☆

親子で一緒に撮った写真をレイアウト

12 月はクリスマスをテーマにし

して，カレンダー作りをします。
今月は「ピピとキキのもちつきぺった
ん」の絵本がテーマです。

た足形アート作りです。
お子さんの可愛い足形が可愛いト
ナカイさんになります！

☆お部屋自由遊び☆
支援センターさくらんぼに遊びに来る時は、以下のお約束を守って楽しく過ごしましょう。
・電話予約制です。（１週間前から受付ＯＫです。当日予約も大歓迎です！）
・利用される際はご自宅での検温と、保護者の方のマスクの着用をお願い致します。
・咳、鼻水、発熱などの症状がある場合はご利用をお控え下さい。

コロナ対策の為，同時間帯は４組までの
ご利用とさせて頂いていますが，空いてい
れば当日予約も大歓迎！おしゃべり好きな
さくらんぼスタッフとお話しませんか♡
気軽に遊びにきて下さい！

～１月のイベントのお知らせ～
１月の親子ふれあい教室は，「親子ビクス・親子体操」です。
穂戸田先生と辻先生をお呼びして、親子で楽しく体を動かしまし
ょう！
都和公民館、一中公民館は重複可能なので繰り返しご参加下さい
ね！
赤ちゃんのすくすくルームは「赤ちゃんとふれあい遊び」をテ
ーマに、リズムに合わせて体を揺らしたり抱っこしたり、お母さ
んとのふれあいを楽しみます。お正月にちなんで簡単な絵馬作り
もします。
新治公民館「凧作り」では、ビニール凧に絵を描いてお持ち帰
りします。フリータイムではボールやフラフープ、ままごと、ブ
ロックなどいろいろなおもちゃを用意しますので、ぜひ来てくだ
さい♡

今年度から，自由来所の際の駐車場が変わりました。詳細はお問合せ下さい！！

