
1部９：００～１０：１５ （30分消毒時間）/2部１０：４５～１２：００ 3部　１：００～2：３０まで。　（30分消毒時間）

1 火 親子の広場（ひよこ6ヶ月～12ヶ月の親子） センター・園庭開放（ひよこ6ヶ月～12ヶ月の親子）

2 水 親子の広場（　うさぎ　） センター・園庭開放（　うさぎ　）
3 木 親子の広場（　りす　） センター・園庭開放（　りす・バンビ　）
4 金 親子の広場（　バンビ　） センター・園庭開放（　全年齢　）
5 土
7 月 親子の広場（ひよこ0ヶ月～５ヶ月の親子）計測日 センター・園庭開放（　なごみ　）＊子育て相談日3：00～4：00　要予約

8 火 親子の広場（ひよこ6ヶ月～12ヶ月の親子）計測日 センター・園庭開放（ひよこ6ヶ月～12ヶ月の親子）計測日

9 水 親子の広場（　うさぎ・りす　） センター・園庭開放（　うさぎ・りす　）
10 木 親子の広場（　バンビ　） センター・園庭開放（　バンビ　）
11 金 親子の広場（　１部パンダ ／ ２部双子ちゃん集まれ！　） センター・園庭開放（　全年齢　）
12 土
14 月 親子の広場（ ひよこ0ヶ月～５ヶ月の親子 ） センター・園庭開放（ひよこ0ヶ月～５ヶ月の親子）

15 火 親子の広場（ひよこ6ヶ月～12ヶ月の親子） センター・園庭開放（ひよこ6ヶ月～12ヶ月の親子）

16 水 Mama’s　Bell　（サークル支援）　9：00～12：00 センター・園庭開放　1部（バンビ）/2部（うさぎ・りす）　*時間変更あり

17 木 親子の広場（　うさぎ・りす　） センター・園庭開放（　全年齢　）
18 金 親子の広場（　バンビ　） センター・園庭開放（　全年齢　）
19 土
21 月
22 火 親子の広場（ひよこ0ヶ月～５ヶ月の親子）計測日 センター・園庭開放（ひよこ0ヶ月～５ヶ月の親子）計測日

23 水 親子の広場（ひよこ6ヶ月～12ヶ月の親子）計測日 センター・園庭開放（ひよこ6ヶ月～12ヶ月の親子）計測日

24 木 親子の広場（　うさぎ　） Ｈappyマタニティー（妊婦さんと5ヶ月までの親子）　＊12組

25 金 親子の広場（　りす・バンビ　） センター・園庭開放（　全年齢　）
26 土
28 月 親子の広場（ ひよこ0ヶ月～５ヶ月の親子 ） センター・園庭開放（ひよこ0ヶ月～５ヶ月の親子）

29 火 親子の広場（ひよこ6ヶ月～12ヶ月の親子） センター・園庭開放（ひよこ6ヶ月～12ヶ月の親子）

30 水 親子の広場（　うさぎ　） センター・園庭開放（　うさぎ　）
31 木 親子の広場（　りす　） センター・園庭開放（　りす　）

　

　　                      　＊センターには駐車場がありません。ご了承下さい。 　＊名札をつけて遊んでね。　

              ＊初めての利用や弟妹さん、久しぶりの方も、新規登録をお願いします。

    妙典保育園地域子育て支援センター　　　TEL ０４７-３９８－１６３１　　　市川市妙典６－２－４５　　　　　　　（202１年度）

センターお休み

センターお休み

センターお休み

センターお休み

祝日の為、センターお休み

予定表

ひとりで悩まないで

いっしょに話しましょう

いっしょに楽しく子育てしましょう

3月

2021年度も、あと１カ月になりました。

今年度も新型コロナウイルスの影響で少人数での予

約制,感染拡大防止対策の検温・手洗い・消毒などの

ご協力いただきました。ありがとうございました。

(*^_^*)
今後も感染拡大防止対策をみんなで心がけて、

遊びに来て下さいね！

また、4月には仕事に復帰される方・転勤・お引越

しされる方・幼稚園に入園する方もいると思います。

近くに来た際は、お顔を見せに来て下さいネ!(^^)!

＜ 感染症予防対策、ご協力のお願い ＞

新型コロナウイルスの流行がまだまだ心配ですね。

センターでも 室内・玩具の消毒を行っておりますが、小さな

お子様の来所が多い場所でもありますので以下のご協力をお願

いしています。

・来所の前に、自宅にて親子で検温をしていただき、発熱、咳、

鼻水、嘔吐、下痢等、他の風邪症状等がある場合は利用をお控

えください。

・来所時にも非接触型体温計にて検温させていただきます。

＊予約しても来所できなくなった場合は、キャンセルの連絡をお

願いします。

・市川市が作成した「新型コロナウイル感染拡大防止の為の確

認シート」を入室前に記入していただきます。

・大人の方はマスクの着用をお願いします。

・玄関でのアルコール消毒のご協力をお願いします。

・入室したら手洗いをしていただきます。

☆双子ちゃん、３つ子ちゃん集まれ！

３月11日（金） 10：45～12：00（２か月に１回）
双子ちゃん、３つ子ちゃん、双子妊婦さん、親子で交流
しながら楽しくすごしませんか？随時予約受付中です。

☆なごみ ３月7日（月）1：00～2：30
子育ての不安などお子さんを遊ばせながら一緒にお話し
しましょう。面接相談をご希望の場合は事前に予約を
お願いします。子育て相談は普段遊びに来た時や、
電話でもOKです！

月～金 9：00～5：00 （土：お休み）
どんなことでもOKです！お気軽にどうぞ～

・スマイルマミーは大事をとってお休みです。

3月の予定について市川市・保育園の判断で内容の変更、
中止をする場合があります。 ご了承ください。

☆ハッピーマタニティ☆ ＊裏面に詳細

日時：３月 ２４日（木） 1：15～2：30
人数：妊婦さん6組／親子さん6組くらい

対象：初妊婦さん（経産婦さんも

お１人で参加できる場合OKです）

5ヵ月までの親子さん

予約日：妊婦さんは随時、

親子さんは３月7日（月）より

電話、来所にて受付を開始します。

親子の広場・
センター園庭開放の年齢は？
ひよこ…０歳

うさぎ…１歳～１歳半

りす …１歳半～２歳

バンビ…２歳以上

パンダ…兄弟・双子ちゃん

なごみ…大勢が苦手・ゆっくり

話したい方・子育ての悩み

発達の心配のある方



＜ Happy マタニティ ＞ 

久しぶりに妊婦さんと親子さんが一緒にお話しできる Happpy マタニティを

再開しました。コロナで妊婦さんが参加できる講座も少なくなっているので、 

出産・育児を経験したママたちに直接お話しを聞く機会ができてとても充実し

た時間になりました。産前・産後に必要な物、抱っこ紐の選び方、出産までの

様子、母乳や睡眠のリズムなど、たくさんの情報交換ができました！最後は、

親子で、妊婦さんはお人形でふれあい遊びを楽しみましたよ！ 

月に１回、感染予防をしながら Happy マタニティを予定していきます。 

ぜひ妊婦さんも親子さんも少人数でゆっくりお話ししませんか？ 

日時：３月２４日（木） 1：15～2：30 （1：00～センター開放） 

予約日：親子さん（6組くらい） ３月７日（月） 9：00～ 来所 or電話受付開始！ 

     妊婦さん（6名） 随時受付中です。 お気軽にお電話ください。 

     （経産婦さんも お一人で参加できる場合は OKです） 
＊感染防止の対策を取りながら進めていきたいと思います。 

    マスクの着用・体調チェック等 ご協力お願いいたします。 
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2 月はセンターで、節分の雰囲気を味わいました。鬼の置物に豆（新聞）を大人が当てる
のを不思議そうに見ながら豆を持つ子。鬼に豆を当てる子、怖いと顔をしかめる子。鬼の
ズボンをはいて角をつけて小鬼に変身して記念撮影など親子で楽しみましたよ！ 

立春を迎えて少しずつ日差しが暖かくなり、春の訪れを感じる日が増えてきました。 
江戸川の河津桜も満開、桜や電車を見ながらのんびりお散歩や公園や園庭に出て遊ぶのも
いいですよ！コロナの流行も心配ですが感染予防しながら少し外に出て気分転換したい
ですね。子どもたちの体温は大人より高いので 1 枚薄くても大丈夫です。体調に合わせ
て調整していきたいですね！ 
 

2021年度もたくさんのご協力ありがとうございました。初めての方も 
引っ越して来た方も、みなさんと出会い一緒に子育てを楽しみながらホッと一息できて 
嬉しいです。2022年度も元気に遊びにきてくださいね！お待ちしていま～す！ 

 

 

 

＜ 音楽好きママ！集まれ！サークル ＊メンバー募集もしています！！＞ 
センター利用のママが、子どもと一緒に無理なく楽しめるサークル活動です。 
コロナ禍ということもあり、今年度はハンドベルをみんなで楽しみました。 
ママたちが主体となって毎月 1 回センターで活動しています。コロナが落ち着いた
ら歌ったり、踊ったり、楽器などもまた親子で楽しみたいですね！ 
☆来年度の活動に向けてまた新たな仲間を募集します！ちょっと気になっている

方、小さなお子さま連れでも大丈夫です。興味のある方、親子で音楽にふれ、楽し
みたいママ。ママ同士の交流にもなりますよ！ 
見学も OK です。詳しくはセンター職員まで 
お気軽にお声かけ下さい。 

日時：３月１６日（水） 9：00～12：00  10：00 頃から活動始めます。 

     ＊４月の活動は、３月の予定表でお知らせします。 

   午後の活動は…１２：３０～２：00  バンビ （園庭に出られますよ！） 

              ２：３０～４：００  うさぎ・りす （室内のみです） 

         

 

≪ ママの情報集めています。≫ 
妙典子育て支援センターでは、地域の幼稚園・保育園、遊び場や子育て情報などを集

めています。転入の多い地域ですので、年度途中に引越しされてきた方は 

幼稚園・保育園情報を、小さなお子さんがいる方は一緒に過ごせる場所など 

ママたちのお勧め情報を参考にさせていただいています！ 

センター職員までお声かけください♪よろしくお願いします！ 

 

 

＊センターの利用は予約をお願いします。入れ替え制になっています＊ 
３密を避ける為、人数制限があります。  

利用時間：午前１部 9：00～10：15 ／ ２部 10：45～12：00 

     午後３部 13：00～14：30（1 部・２部・3 部の間 30 分は消毒時間になります。） 

＊園庭利用は 2部 11時過ぎからと、3部です。（1部は保育園児が園庭利用している為、園庭に出られません。） 
 

予約 
開始日 

ひよこ 
0～5 ヶ月 

ひよこ 
6～12 ヶ月 

うさぎ 
りす 

バンビ  パンダ 
全年齢 

３月１日 
～１８日 

 までの分 
予約開始日 

２月２１日

（月）～ 

２月２１日

（月）～ 

２月１７日

（木）～ 

２月１８日

（金）～ 

２月１８日

（金）～ 
 

３月２１日 
～３１日 
までの分 

予約開始日 

３ 月 ７ 日

（月）～ 

３ 月 ８ 日 

（火）～ 

３ 月 ９ 日 

（水）～ 

３月１０日

（木）～ 

３月１０日 

（木）～ 

 
皆さんに利用してもらう為、事前予約は月 2回までの予約利用でお願いします。 

【尚、当日予約が空いていたら月 2回以上の利用も可能ですのでお電話下さい。】 

予約の電話時間帯は平日 9：00～15：00 です。 

＊お問い合わせや予約をキャンセルする場合もお電話下さい。 
兄妹一緒の時は上のお子さんの年齢のクラスでご予約ください。 

 

 
☆お誕生日に手形と足形がとれますよ～☆ 

センターではお誕生日が近くなったら手形と足形を取っています☆ 

大きくなった記念にいかがですか？お誕生月の前後でお声かけ下さいね～！(＾o＾)/ 
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http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5272&m=db

