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すずかけ通信
新型コロナウイルス感染予防対策版です

in 別府公民館軽体育室

月曜日開催＊スケジュールをご覧ください

開所時間：９：３０～１１：００

🚗前向き駐車でお願いします

おでかけ広場

電話で問い合わせ・予約をお願いします

自由開放 ♧開放曜日/時間 １枠６組

月・水・木・金 １０：００～１１：３0

午後開放（ホールを開放しています）1枠６組

火・水・木

予約の開始日は

４月利用は

３月22日（火）14:00～15:30 です

5月利用は

４月26日（火）14:00～15:30 です

１３：４５～１４：４５

活動日の予約のお願いです

活動日時：活動希望日を電話にてお知らせください♪

１０：００～１１：３０

予約受付：(月)～（金）
１4：0０～１５：３0でお願いします

３ＳＵＮを卒業したサークルのみなさんへ

１歳児育児講座『てくてく』
ステップ３7 （前期）募集♪
１歳半前後の子どもをもつお母さんと

お子さんの為の講座です

この時期ならではの共通する悩みや

発達を気軽におしゃべりしながら学びあいませんか？

対象 令和２年４月2日～令和3年4月1日生まれの
親子

人数 5組（先着順）

日程 全5回・水曜日 10：00～1１：30

5/18 6/1 6/15 6/29 7/13

参加費 500円

申し込み ＊4/18（月）14：0０～受付します

電話にてお願いします

※ステップ38（後期）：１０月スタートを予定しています

〈制作〉
身近な素材を使って楽しみましょう！

材料は用意しています

✿ こいのぼり制作

４/20(水)・４/21(木)・５/2(月)

✿ ふわふわ動物をつくろう
フラワー紙の感触を楽しみましょう

５/23(月)・５/25(水)・５/26(木)

オンライン広場
（ZOOM）

毎月1回火曜日 : 初回 4/26

10：30～11：00

・事前申し込みが必要です

・Ｗｉ‐ｆｉ環境での参加を推奨します

・おうち時間でスタッフと一緒に楽しみましょう！

詳しくは 4/4（月) の育自ポータルサイト

すずかけブログを見てくださいね！

多くの利用者の方々とボランティアの皆さんに

も支えられながら、この春、すずかけは25年目

を迎えることができました。

これからも皆さんの憩いの場となるように

配慮していたいと思います。

どうぞ気軽に遊びいらしてください。

自由開放で行います

〈２・３歳集まれー‼〉が始まります！毎月１回開催

☆２歳以上のお子さん親子の自由開放日です☆

同年代のお子さんを持つお母さんたちの出会いの場・

情報交換の場としてもご利用ください。

４/28（木）・5/19（木）

10時半ごろからは園庭で遊びましょう！！

思い切り体を動かして遊びましょう。

持ち物：水分補給・タオル・帽子

予約開始時間が変更になりました ご注意ください

電話受付時間変更のお知らせ

予約受付時間を下記のように変更させていただきます

受付時間 月～金 １4：0０～１５：３０
すずかけ ☎ 048－520－1518（直通）



4 5 6 ○ 7 ○ 8

11 12 13 ○ 14 ○ 15

18　自由開放 19 ○ 20 ○ 21 ○ 22

25 27 ○ 28 ○ 29

3 4 5 6

9 10 11 ○ 12 ○ 13

17 ○ 18 ○ 19 ○ 20

23　自由開放 24 25 ○ 26 ○ 27

30 31
自由開放 相談日

自由開放  おでかけ広場 自由開放 自由開放 

6月自由開放予約開始

16

自由開放 １歳児育児講座① 自由開放
２.３歳集まれー‼ おでかけ広場

自由開放 自由開放   サークル
ポッピングシャワー おでかけ広場

自由開放 憲法記念日 みどりの日 こどもの日 自由開放 

月 火 水 木 金
2

昭和の日
     おでかけ広場 5月自由開放予約開始 ハイホー

5月

サンサンGOGO

26　
　オンライン広場自由開放 サークル 自由開放

２.３歳集まれー‼

はらぺこ１０

      おでかけ広場 サークル 自由開放 自由開放

自由開放 自由開放 自由開放 サークル

      おでかけ広場

1  　 相談日

自由開放 自由開放 自由開放 自由開放 相談日

4月
月 火 水 木 金

～利用にあたって～

どんぐり相談

（相談室♭事業）

〇 安心、安全に利用していただく為に完全予約制とさせて頂きます 〇

※ 別紙「すずかけを利用される皆様へ」をご理解のうえ予約してください ※

利用予約は ☎ 048－520－1518（すずかけ直通）

予約時間 月～金 １4：0０～１５：３０

お知らせ 今月より予約開始時間が変更になりました

当月1回目の利用の帰りには2回目の予約ができます

どんぐり相談

（相談室♭事業）

１歳児育児講座
ステップ37募集開始

ふらっとDay

（相談室♭事業）

ふらっとDay

（相談室♭事業）

ころころ広場

（相談室♭事業）

子育てについての悩みや不安・心配などがありましたらご相談ください。子育て
情報の提供も行っております。♭(ふらっと) お話に来てください。電話での相談
も受け付けております。講座・相談のお申し込みはスタッフまでお声掛けください
。☆開 設 日…火・水・木・金 ☆相談時間…9:30~12:00 / 13:00~15:30

☆Ｔ Ｅ Ｌ…フリーダイヤル 0120-86-7045

★『どんぐり相談』 毎月１回（金曜日） 要予約

臨床発達心理士による個別相談です

★『ころころ広場』 毎月１回（金曜日） 要予約

大勢が苦手なお子さん、お母さんの為の小さな広場です。

★『ふらっとDay』が始まります❣ 毎月１回 要予約（講座によっては材料費有り）

毎日頑張っているお母さん、少人数でお茶を飲みながら子育てについて話しま

せんか？楽しいミニ講座もあります。リフレッシュしにいらっしゃいませんか？

※電話相談はいつでも受付しています。面談は予約をお願いします※

ご案内

～～～～～～～～～～～～～～

☞ 子育て支援センター ☞ お知らせ

＆

☞すずかけ通信欄

なでしこ保育園ホームページ

育自ポータルサイト

（熊谷市子育て支援連絡会）

すずかけブログ

○午後開放 ✿制作の日

○午後開放 ✿制作の日

✿こいのぼり

✿ふわふわ動物✿ふわふわ動物

✿こいのぼり

コロナの状況により変更・中止の場合があります。ご了承ください。


