11 月号

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。

日
１
こんどうクリニック
伊予市灘町 302-6
982-0338
砥：臨時休業
８
敬史整形外科
伊予市上野 782-1
946-7770

２
☆恐：おしゃべり恐竜くらぶ

３
むかいだ小児科
松前町恵久美 792-1
985-0115

４
☆恐：おしゃべり恐竜くらぶ
砥：幼児クラブ

５
砥：mama 友サークル
子：ハグハグ宮内幼稚園

６
麻：さんさん＆
にこにこ合同クラブ

７
砥：とべとべチャレンジ

９
☆保：すくすく相談

１０
ファ：ポレポレ

１２
麻：さんさんクラブ
砥：mama 友サークル

１３
麻：にこにこクラブ

１４
砥：とべとべチャレンジ

１５
高瀬内科・胃腸科
松前町出作 539-１
984-8980

１６
図：にこにこほっぺ
☆恐：おしゃべり恐竜くらぶ

１７
麻：ぐーちょきぱぁ
子：ハグハグ宮内保育所

１１
☆麻：赤ちゃんたいむ
砥：幼児クラブ
子：ハグハグ麻生保育所
愛：ぐりとぐら
１８
☆麻：ママたいむ
砥：幼児クラブ
子：ハグハグ麻生幼稚園

１９
麻：さんさんクラブ
砥：mama 友サークル

２０
麻：にこにこクラブ

２１
砥：米粉のスイーツ
14:00～

２２
武智ひ尿器科・内科
松前町恵久美 711
960-3555

２３
山本クリニック
砥部町宮内 946
962-2036

２４

２５
砥：幼児クラブ

２６
麻：さんさんクラブ
砥：mama 友サークル
子：ハグハグ砥部こども園

２７
麻：にこにこクラブ

２８
砥：とべとべチャレンジ
愛：ダビデ組

２９
たなか消化器科ｸﾘﾆｯｸ
伊予市下吾川 943-3
982-7333

３０
☆保：ほっとママ

※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～
ホームステイ続きで体もなまり気味。あったかでも運動会や
コスモスドライブなど少しずつ外にも出ております。
そんなある日…ぽっかぽかの運動会とのことで利用者様
総出で観戦！即席ながら旗を作り応援もして久しぶりに
にぎやかな日となりました。
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」
☆とべ子育てコーディネーター
現在の活動情報☆
今年度はコロナ対策で、町内の子育て支援活動も
お休みしていましたが、少しずつ工夫をしながら
活動が始まっています。
地域の子育て支援や施設でサポートさせていただ
いています！気軽に声をかけてください。
☆保健センター☆
すくすく相談 毎月第 2 月曜日
※現在予約制にて実施しています。
ほっとママ
毎月第 4 月曜日
※現在マタニティーさんのみでの実施です。
☆麻生児童館☆
赤ちゃんたいむ 毎月第 2 水曜日
ママたいむ
不定期
☆ぽっかぽか☆
随時子育て相談に対応しています。不在の時もあ
りますので、事前にご確認ください。

ファミリーサポートセンター
☆ポレポレ☆
1１月 1０日(火)10:00～11:30
場所：JA えひめ中央城南会館 3 階中会議室

～「とべ子育て元気ねっと♫」
インスタ OPEN～
砥部町の子育てをサポートする「子育て情報
ネットワーク」です。砥部町内の子育て施設や
団体のイベント情報や日々の活動紹介を
タイムリーに更新中。

QR コードを
スキャンしてね

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
1１月９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。

愛育幼稚園
☆ぐりとぐらの会（子育て支援）
１１月１１日(水)10 時～12 時
☆ダビデ組 1１月 2８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

家庭教育支援事業
「おしゃべり恐竜くらぶ」
１1 月２日(月)１０:００～１１:３０
「カラダを使ってあそぼう」
１１月１６日(月)10:00～11:30
ママサークル「子どもの個性を知ろう」
※今年度、新規の受付は終了しました。

家庭教育支援事業
「子育て学習会」子育て♡スマイル講座
『SNS やスマホトラブルから
子どもを守る』
講師：愛媛県警本部 少年課
１１月１７日(火)19:30～21:00
会場：中央公民館４階講座室

☆オタコノモリ☆

問い合わせ
０９０－８２８５－７６０４
(家庭教育支援コーディネーター

問い合わせ
０９０－８２８５－７６０４
(家庭教育支援コーディネーター

入場料必要
事前にご連絡ください。

村上)

今月のおすすめの絵本は・・・
『だっこだっこ』
めくって楽しい!あそびえほん
世界文化社
あべ つせこ∥絵 山本和子∥文
だっこだっこ。うえーん! 泣いている
とらちゃん。お母さんにだっこだっこで、
にこにこわお! だっこだっこ。ぷんぷん
ぷんぷん、たぬきちゃん。お母さんにだっこ
だっこで、にこにこぽん! めくってあそぶ
楽しいしかけ絵本。
情報提供：砥部町立図書館

村上)

木でつながるコミュニティー
「人形劇場＆木育ひろば」要予約
11 月５(木)・６(金)・10(火)・
11(水)・13(金)・16(月)・
17(火)・19(木)・20(金)・
23(祝・月)・24(火)・25(水)・
26(木)・27(金)・28(土)

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…
「絵本とあそぼう
ぞうくんのさんぽ」
ぞう・かば・わに・かめの
イラストを空き箱に 1 匹
ずつ貼ります。
（大きさを
変えても面白いですよ）
絵本のおはなしに合わせて登場させなが
ら、乗せたり、崩したりして遊びます。
おはなししながら遊んでみてね。

情報提供：おもちゃインストラクター

少しずつ、町内の子
育て支援も再開し始め
ました。コロナ禍でい
ろいろな対策を取りな
がらですが、親子のみ
なさんと直接お会いす
ることができるように
なって嬉しいです。
これから、インフル
エンザも気を付けなが
らコロナ対策もしっか
りして体調整えながら
過ごしたいですね。
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