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とべ子育てコーディネート通信
２０２０年度
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため変更になる場合もあります。
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町内の各幼稚園・保育所では
毎週園庭開放を実施して
います。

☆コーディネーターがいます。
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八倉医院
砥部町重光 275-1
958-1555
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砥：ウォーター
バトル
14:00～

９
柳田医院
砥部町高尾田 287
969-6300

１０
山本クリニック
砥部町宮内 946
962-2036

１１
麻：Face summer
Recital 10:30 ～

１２

１３
麻：お盆休み

１４
麻：お盆休み

１５
砥：お盆休み

１７

１８
ファ：ポレポレ

１９

２０
☆保：1 歳６ヵ月児健診
麻：ぷかさん人形劇
10:30～

２１

２２
麻：南風会原町夜市
(予約制)

１６
よしおか内科
砥部町高尾田 1093
956-3211
砥：お盆休み
２３
もりのぶ整形外科
伊予市下三谷 943-1
987-1411

２４

２５
麻：ぐーちょきぱぁ

２６

２７

２８

２９

３０
伊予診療所
伊予市米湊 816-1
982-1170

３１

麻生児童館 TEL：958-5187

砥部児童館 TEL：962-2868

8/22(土)南風会原町夜市(予約制)

夏休み宿題相談 8/4(火)～8/23(日)

※ポレポレ、ハグハグの日程は必ず「とべ広報」にて確認してください。
子：子育て支援課(子育て支援に関すること)962-6299
家：社会教育課（家庭教育支援に関わること）962-5952
ファ：とべファミリー・サポート・センター 962-1988
保：砥部町保健センター 962-6888
愛：愛育幼稚園 962-2224
図：砥部町立図書館 962-4400
麻：麻生児童館 958-5187 砥：砥部児童館 962-2868
コ：子育て支援コーディネーター 090-5711-5626
ぽ：NPO 法人とべ子育て支援団体ぽっかぽか 958-3405

松山市医師会休日診療所
（日曜・祝日）
小児 15:00～18:00
19:00～21:00
松山市藤原 2 丁目 4－70
☎915－3111
愛媛県小児救急医療電話相談
☎♯8000 または ☎913－2777
伊予地区休日当番医 9:00～15:00
※カレンダーに記入しています。

～ほんわりあったか日常～
梅雨になってもなかなか雨が降らない…
と思っていましたら連日の雨。
みんなの願い事かなうといいな。
七夕もソーシャルディスタンス

ほんわりあったか日常は、
小規模多機能ホームあったかの
スタッフさんがコラムを書いて
下さっています。

とべ子育て支援コーディネーター
「おすすめ子育て情報」

～mama のほっとたいむ
協力店の紹介～

☆ぽっかぽかホームページ
リニューアル☆

「美容室 萠」
女性はもちろん、子どもからお年寄りまで…。
男性のお客さんも多いお店です。
家族で利用されている方も多いですよ。
赤ちゃんの筆、成人式の着付け、
ヘアドネーション用にカットなど、
いろいろ対応してくれます。
営業時間：9 時～18 時 30 分（パーマ・カラー18 時まで）
定休日：月曜・第 1・3 日曜日
駐車場：あり

ぽっかぽかのホームページが新しくなりました。
ぽっかぽかの日々の様子や、
お知らせなど更新中！
https://tobe-pokkapoka.net/
ホームページ
QR コード
HOME 画面の
青字をタップ
すると詳しい
内容を見るこ
とができるよ！

問い合わせ先
美容室 萠(moe)９５８－２２３２
ファミリーサポートセンター
☆ポレポレ☆
8 月 1１日(火)9:30～11:30
場所：JA えひめ中央城南会館 3F 中会議室

お薬屋さんの栄養相談
☆くすりのレデイ砥部店
ビーンスターク
8 月１0 日(月)13:30～15:30

★おもちゃで遊んだり、製作をしたり、
ママやサポート会員さんとおしゃべり
したり、自由に過ごしてください。
※日程が変更になる場合があります。

★母乳・ミルク・離乳食のことなど
気軽に相談にのってもらえます。
※日程が変更になる場合があります。

村上)

ぽっかぽかではチャイルドシート、
ベビーカーなどのベビー用品を
会員限定でレンタルしています。
1 か月 100 円です。
ぽっかぽかぷちの開催日に
お問い合わせください。
☎０９０－９５５４－０２９５（ぷち）

今月のおすすめの絵本は・・・
『はっはっはくしょーん』
KADOKAWA /出版 たあ先生∥作
いたずらずきのくしゃむしくんが、
ぶーん。かめさんに、ぶーん。
するとかめさんは、
「はっはっはっはくしょーん」
とくしゃみして、こうらがすぽん!
くしゃむしくん、つぎは、きりんさんにぶーん。
するときりんさんも、
「はっはっはっはくしょ～
ん」とくしゃみして、くびがふにゃ。くしゃむし
くん、つぎはだれのところへいくのかな?
情報提供：砥部町立図書館

ぐりとぐらの会（子育て支援）
、
おはなし会、子育て支援「さくらんぼ」は
新型コロナウイルス感染症対策のため、
しばらくお休みです。ご了承ください。

レンタル

家庭教育支援事業
「子育て学習会」
新型コロナウイルス感染予防のため
今年度は 10 月よりスタートすることに
なりました。
詳細が決まりましたら、お知らせします。
会場：中央公民館
問い合わせ
０９０－８２８５－７６０４
(家庭教育支援コーディネーター

愛育幼稚園
☆火曜日・水曜日の園庭開放のみ
実施しています。

☆オタコノモリ☆
木でつながる
コミュニティー
現在３密回避の対策を取りな
がら 8 月 12 日から開催しま
す。※8/18(火)はお休みです。
詳細は下記にお問合せくださ
い。
事前にご連絡ください。

otacogumi@ezweb.ne.jp
090-8282-6077(ｵﾀｺﾉﾓﾘ)

今月のおすすめのおもちゃは…
「紙コップけん玉」
準備するものは、
紙コップ、紙、たこ糸、
セロハンテープ。
紙コップの裏にたこ糸をテープで貼って、
たこ糸の端に紙をテープで止め、丸めて玉
を作ります。上手にコップに玉を入れるこ
とができるかな？簡単なけん玉の練習にな
るよ。膝を使うことがポイントです！

情報提供：おもちゃインストラクター

先月は長雨で、連日
の警報にドキドキさせ
られましたね。みなさ
んの周辺では土砂災害
や水害など大丈夫でし
たか？
コロナもいったん落
ち着いたかと思ったけ
れど、まだまだ心配な
状況です。心配ごとが
尽きませんが、心も体
も元気に過ごしましょ
う。今できることを楽
しみましょう。

