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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。

月
広田保育所

火

水

木

麻生保育所

麻生幼稚園

宮内幼稚園

宮内保育所

愛育幼稚園

砥部こども園

愛育幼稚園

金

土

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。

１
☆コ：ひろたっこ
麻：さんさんクラブ
砥：mama 友サークル

２
麻：にこにこクラブ

３
砥：とべとべチャレンジ

４
木谷耳鼻咽喉科
砥部町麻生 1-3
958-8741
１１
きはら整形外科
伊予市米湊 815-1
989-7711
砥：臨時休館
１８
きむら内科ｸﾘﾆｯｸ
伊予市灘町 151
982-0127
麻：まるちゃんのおはなし会
砥：臨時休館
２５
米湊わたなべｸﾘﾆｯｸ
伊予市米湊 1477-1
997-3363

５

６

７
子：ハグハグ麻生保育所
砥：臨時休館

８
麻：さんさんクラブ
砥：mama 友サークル
子：ハグハグ宮内幼稚園

９
麻：にこにこクラブ

１０
砥：とべとべチャレンジ

１２
図：にこにこほっぺ

１３
ファ：ポレポレ

１４
☆麻：赤ちゃんたいむ
砥：幼児クラブ
愛：ぐりとぐら

１５
麻：さんさん・
にこにこクラブ合同
砥：mama 友サークル

１６

１７
砥：とべとべチャレンジ

１９
子：ハグハグ広田保育所

２０
子：ハグハグ宮内保育所
麻：ぐーちょきぱぁ

２１
砥：幼児クラブ
子：ハグハグ麻生幼稚園

２２
麻：さんさんクラブ
砥：mama 友サークル

２３
麻：にこにこクラブ

２４
砥：とべとべチャレンジ

２７

２８
☆麻：ママたいむ
砥：幼児クラブ

２９
麻：さんさんクラブ
子：ハグハグ砥部こども園

３０
麻：にこにこクラブ

２６

日

愛：ダビデ組
３１
砥：ハロウィンパーティー

※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）

～ほんわりあったか日常～
心配された台風が過ぎさると風が秋になってきました。
食欲の秋・読書の秋・スポーツの秋・・・皆さんはどの秋を楽しみに
されていますか？あったかのデッキでは、ぽっかぽかの子どもさん
たちが元気に走り回っています。今日は「ここ（デッキ）で何をする
のかな？」毎日楽しみにしています。
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。

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。

とべ子育て支援コーディネーター
「おすすめ子育て情報」

～愛媛県最大級の
総合イベント情報サイト～

☆ぽっかぽかホームページ
活動更新中☆

「イマナニ」紹介
愛媛県の素晴らしい
魅力を再発見できる
サイトです。情報を
見つけて遊びに行こう！

ぽっかぽかの日々の様子や、
お知らせなど更新中！
イベントカレンダーも掲載しているよ
https://tobe-pokkapoka.net/
ホームページ
QR コード

運営管理者：(株)エス・ピー・シー

ファミリーサポートセンター
お薬屋さんの栄養相談
☆ポレポレ☆
QR ☆くすりのレデイ砥部店
コードを
10 月 13 日(火)10:00～11:30
ビーンスターク
場所：商工会館 2F 大研修室 スキャンしてね
10 月 12 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。

家庭教育支援事業
「おしゃべり恐竜くらぶ」
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。
初回１０月５日(月)１０:００～１１:３０
会場：保健センター
問い合わせ
０９０－８２８５－７６０４
(家庭教育支援コーディネーター

村上)

家庭教育支援事業
「子育て学習会」子育て♡スマイル講座
『
「いま」子どもたちのココロは
～コロナ禍で揺れる不安と葛藤～』
講師：心理療法士・メンタルヘルストレーナー
幸田裕司先生
１０月２０日(火)19:30～21:00
会場：中央公民館 2 階会議室１
問い合わせ
０９０－８２８５－７６０４
(家庭教育支援コーディネーター

今月のおすすめの絵本は・・・
『ひだりみぎ』
KADOKAWA /出版
新井 洋行∥作
左手でいちごをぱっくん。
右手でたいこをどーん。
子どもたち自身が、手を使って実際に
絵本であそびながら読み進める、
インタラクティブ絵本。
自然と「ひだり・みぎ」が身に付きます。
情報提供：砥部町立図書館

愛育幼稚園
☆ぐりとぐらの会（子育て支援）
１０月 14 日(水)10 時～12 時
☆ダビデ組 10 月 24 日(土)9 時～12 時
☆園庭開放・子育て支援「さくらんぼ」
毎週火・水曜日 ９時～１２時

村上)

☆オタコノモリ☆
木でつながるコミュニティー
「人形劇場＆木育ひろば」開催日
10 月１(木)・2(木)・４(日)
５(月)・6(火)・７(水)・８(木)
11(日)・12(月)・13(火)
14(水)・15(木)・16(金)
18(日)・２０(火)・２１(水)
２２(木)・２３(金)・２５(日)
２６(月)・２７(火)・２８(水)
２９(木)・３０(金)・３１(土)
事前にご連絡ください。要予約
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…
「てづくりころりんカー」
直径 8 ㎝くらいの丸太を
2 ㎝幅にノコギリで切り
ます。少し丸太の端を
まっすぐ切り平らにします。
平らにしたところに 2 つ
穴をあけ、竹ひごを通し、車輪を 4 つ付
けます。坂を転がすと、くるっと回って
起き上がる車の出来上がり。

情報提供：おもちゃインストラクター

急に朝晩涼しくな
り、身体の調子がつい
ていかず、鼻水が出て
いる子どもたちもちら
ほら見かけます。体調
管理の難しい季節で
す。上に羽織るものを
いつでも脱ぎ着できる
ように工夫して調整し
ましょう。お出かけし
やすい時期です。今年
は愛媛県内のお出かけ
スポットを「イマナ
ニ」で検索して
情報収集してね。

