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ほっぷランド
フリータイム

ほほえみ

大雄子育て支援センター

（たいゆう保育園内）

〒０１３－０３０６

横手市大雄字田村７２番地

ＴＥＬ ０８０－２８００－０２４５

FAX ０１８２－２３－７１５９
月～金 ９：３０～１４：３０

土日祝日休み

ほっぷランド・ぴよランドの活動は

９時３０分から１１時３０分です。

横手市子育て

情報サイト

はぐはぐ

子育て情報が

いっぱいです♪

新しいお友達でーす♪

ほほえみ育児講座

＜七夕飾りをつくろう＞

素敵でしょ！

※13日(金)お休みします。

※支援補助が、大島唯先生

から小松厚子先生に変わりま

した。

お知らせ

小松厚子です。

宜しくお願い致します。

横手市子育て講座 ベビーヨガ

日時 令和3年8月31日 (火)

講座 10：30～11：30 (受付10：00～)

場所 旭ふれあい館 和室1、2

講師 三浦 恵美 氏

内容 親子のスキンシップを取り入れた

ヨガエクササイズ

対象 首が座っている～1歳3か月までの

お子さんとその保護者

定員 15組

持ち物 ヨガマット(なければバスタオル)

抱っこひも、汗拭きタオル、飲み物等

服装 動きやすい服装

申込み締切り 8月24日(火)
※お子さん1名につき、保護者の方は1名のご参加になります。

ご兄弟での参加はできませんのでご了承ください。

申込み・お問い合わせ

横手市子育て支援センター ☎ 32-2426

横手市内各子育て支援センターでも

受け付けております。



 

　

ほほえみ育児講座

こんにちは！暑い日が続きますが、いかがお過ごしでしょうか。しっかりと水分と睡眠をとり暑い夏を元気に乗り

切っていきましょう。今月も、色々企画しています。みんなで、チャレンジしてみませんか。お待ちしております。

日時 8月6日(金) 10：30～11：30

場所 大雄子育て支援センター保育室

（たいゆう保育園内）

内容 マイプレートを作ります。

対象 妊婦さん、未就園児とその家族

参加費 無料

持ち物 飲み物

定員 5組

申込期間 終了しました。

連絡先 大雄子育て支援センター

☎ 080-2800-0245

9:30～14:30 (土日祝はお休み)

各地域子育て支援センターまで

ＭＹ♡プレート作り

マタニティヨガ

8月26日(木)は誕生会です。

8月生まれのお友達を

お祝いしましょう。

(どなたでも参加自由です)

8月生まれのお友達は、

誕生会の準備の為、8月19日(木)まで

お申し込みくださいね。

日時 8月30日（月） 受付 9:50 ～

ご案内 10:10 ～

ヨ ガ 10:20 ～11:30

休憩・お茶タイム ～11:45

場所 Ｙ²ぷらざ2階 横手市児童センター内

内容 マタニティヨガをします。

対象 医師、助産師さんから

運動許可の出ている妊婦さん

子育て中の方

参加費 500円

服装 ストレッチ系（ジャージなど）の動きやすい物

定員 7名程

託児 妊婦さんのお子様のみとなります。

申込期間 8月23日(月)までです。

連絡先 横手市子育て支援センター ☎0182-32-2426

各地域子育て支援センターまで

<プレママデー>

日時 8月20日（金） 9:30～11:30

場所 たいゆう保育園の園庭

対象 未就園児とその家族

持ち物 帽子、着替え、飲み物、履き慣れた靴

その他 雨天時は、大雄子育て支援センター保育室です。

(たいゆう保育園内)

事前申し込みはありません。

<魚つりゲームを楽しもう>

日時 8月17日（火） 9：30～11：30

場所 大雄子育て支援センター保育室

（たいゆう保育園内）

対象 未就園児とその家族

持ち物 着替え、飲み物

事前申し込み 8月10日（火）まで

連絡先 大雄子育て支援センター

☎080-2800-0245 (9:30～14:30)

（土、日、祝日はお休み）

わんぱくランド

日時 9月9日(木) 10：30～11：30

場所 大森町子育て支援センター
（子どもと老人のふれあいセンター内）

内容 バンダナスタイ作り

対象 妊婦さん、未就園児とその家族

参加費 無料

持ち物 水分補給できるもの

定員 5組

申込期間 8月19日(木)～9月2日(木)

連絡先 大森町子育て支援センター

☎ 0182-26-3520

10:00～16:00

各地域子育て支援センターまで

バンダナスタイ作り

※ コロナ感染の状況によっては、中止になる場合がありますので、その時はご了承ください。

わんぱくランド(7/9)より
大森町子育て支援センターへ

遊びに行きました。

入館の際、

消毒、検温、手洗いの

ご協力をお願い致します。

そして、

遊びに来られる時は

飲み物、おやつ

などの準備も

よろしくお願い

致します。

< 園庭で遊ぼう >


