
指定管理者【ＮＰＯ法人なのはな】	 

	 
・小規模保育園	 なのはなガーデン	 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （TEL&FAX	 054-253-0443)	 
・小規模保育園	 あおいガーデン	 

（TEL&FAX	 054-277-9600)	 

・就学前の幼児教育施設	 あおぞらキンダーガーデン	 
・発達支援	 	 まほろば	 	 	 	 （TEL&FAX	 054-246-2213)	 
	 

・子育て支援センター	 	 わとと・あおぞら	 
(静岡市駿河区泉町 4-16-２階 B（TEL&FAX	 054-284-1320)	 
	 

・静岡市城東子育て支援センター	 （TEL&FAX	 054-249-3188)	 
	 
	 

静岡市城東子育て支援センター	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

	 

	 

	 

	 

	 

 

 

 

城東子育て支援センターは子育ての楽しさを共感し合える気軽な遊びの空間になるよう 

「親子のつながり」を支援しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEL:（054）249-3188	 
〒420-0846	 	 

静岡市葵区城東町 24‐1	 

城東保健福祉エリア２階	 

２０１7 年 1 月  

開所時間：月～金 9:00～16:00 

11 時 30 分～13 時はランチタイム☆ 

みんなで昼食をたべましょう！        

＜土日祝はお休みです＞ 

〒420-0846静岡市葵区城東町２４−１  

城東保健福祉エリア２階	 

 

〒420-0846静岡市葵区城東町２４−１  

城東保健福祉エリア２階	 

 

子育て支援センター２階 

２階 

駐 車 場

 

い こ い の 家

 

 
感染症の季節です！ 

「安心して・交流・あそびが出来る」     
為の、あんとからおねがい。 
  

今年も、風邪の季節がやってきました！ 

手洗いや、うがい、そしてよく食べ、よく寝て、よく笑

う！ことで防げたらよいですが、毎年さまざまな感染症

が流行します。 

  

 子育て支援センターも、多くの人が集まることでは、幼

稚園や保育園と同じです。 

来所の際は、お子さんが健康な状態の時（感染期や学級

閉鎖中の子ども達は、感染リスクが高いです）にお越し

くださいね。 

  

そのことで、子育て支援センターは、多くの親子が、感

染を気にせず、安心して交流・あそびが出来る場所とな

ります。 

どうぞ、ご協力をお願いします。 

  
 

☆ホームページからもご覧いただけます

す。しました！ 
城東子育て支援センター 検索  



※12/28(水)～1/3(火)は年末年始のお休みです。2017 年は 1/4(水)からスタートです！ 

 

月 火 水 木 金 土 日 

26  27 28 29 30 31 1 

2  3  
 

4 

 

5       6 お正月あそ
び    

わらべうたあそび 
11：00～11：15 

7 8 

9 

 

10 心理士さんに聞
いてみよう！     
★要予約        
9：30～11：00    
テーマは「食べる」    
★要予約 

11 避難訓練 

11：00～11：15 

 

12 
ハピママ☆キッ
ズによる手遊び
と読み聞かせ 
10：30～11：00 

13 身体測定  
（希望者全員） 
手・足型スタンプを押
そう！ （1月生まれ）
10：00～11：30 
13：30～15：00 

14 

 

15 

 

１6 未来ｻﾎﾟｰﾀｰ
さんに聞いてみよ
う！9：30～11：
00  ★要予約  

17  

 

18 絵本読み聞か
せ＆手遊び   
11：00～11：15 
 

19 
 

20 子育てママの
井戸端会議 0 歳児
あつまれ（★要予約） 
14：00～15：00 

23 24 

23 

Ami さんと話そう！
9：30～11：00   
★要予約 

24 
 

25 身体測定  
（希望者全員）   
手・足型スタンプを押
そう！ （1月生まれ）   
10：00～11：30  
13：30～15：00 

26 おゆずり
会入場券配布                 

9:3０～11:20 
13:30～15:00 

27 おゆずり会 
入場券配布     

9:3０～11:20    
13:30～15:00    

28 

 

29 

30 

おゆずり会入場
券配布     
9:3０～11:20 
13:30～15:00 

31 あかちゃん 
おゆずり会  
9：30～おゆずり会    

10：45～抽選会    

※１ 

     

※１ あんとでは、年に３回「思い出の詰まった品物をだれかに大切に使って頂きたい」そんなママたちの思

いを大切におゆずり会を開催しています。赤ちゃんものが中心のおゆずり会になっています。 

・物品は、子ども服(サイズは 100cmまで)・あかちゃん用品・子ども用品 （おもちゃ・育児グッズ・絵本など）を集めます。 

・服はサイズ別に袋に分けてお持ちください。・生活雑貨・大人服は受け付けていません。 

 

	   

	 

  

☆発達相談・育児相談に対応します・・・ 

臨床発達心理士がフロアーにいます。どんな小さな悩みでも、お気軽にスタッフへ声をかけてくだ

さい。	 

 

個別相談もお受けします。時間：10 時～12 時	 	 13 時～15 時	 

 
 
 
 

あんと 1月の予定 

まほろば  

日時：1 月 31 日（火）9 時半
～ 
会場：3 階研修室 

※おゆずり会に出していただける物品は、 

1 月 4 日（水）より 27 日（金）ま

で 

受け付けます。 

 

だれかにつかってほしいなぁと思う 

おゆずり品を募集します。 
ご協力お願いします。 

 

あかちゃん用品・赤ちゃん服・ 
子ども服・こども用品を集めます。   

生活雑貨は受け付けていません。 

 
★くわしくはスタッフまで 

第 3回おゆずり会のお知らせ 

  

お問い合せは  

 

城東育て支援センタ

ー  

℡：054-249-3188 

子どもが動くことばがけ ～イヤイヤ期の対処法②～ 

母「おふろはいるよ～」 子「やだ～」 母「バイキンいっぱいだよ」 子「バイキン

ヤダー」 母「じゃあ入ろう」   子「ヤーダー!」 母「入るの!?入らないの!?（怒）」 

子「入らないっ!」 母「△■☆●◎…(Ｔ△T)!!」 こどもにも自分の思いやタイミング

があるもんね。でもママの思いやタイミングも大切。そんな時、おすすめのポイント。 

★こどもは「自分で決められた」「自分の思いを尊重してもらった」と感じると嬉しく

なります（大人もそうですが）。 

★「入る？入らない？」を「ママと入る？パパと入る？」「水鉄砲と入る？じょうろと

入る？」等にしてみましょう。選択肢が結果的に両方「入る」なのがポイント。こうす

ると「入る」を選ぶことが多くなります。ふふふ。 

★ことばでのやりとりがこれからという場合は、2つのものを見せてあげて「どっち？」

と聞いてみます(数は必ず 2つです)。 例：靴をはくのがイヤ→ 両方の靴を見せて「ど

っちからはく？」 

このように、ママがこうして欲しいなという選択肢をいくつか伝えながら、こどもにた

ずねて‘自分で’決めてもらってみて下さい。どうなるかな？ 

少し楽しみながらやってみて下さい☆             （しずか） 

 

 臨床発達心理士より
2/4 まより 

おゆずり会入場券は、26日･27 日･30 日の 3日間の時間内

で配布をします。（ランチタイムと、手遊びの時間は配布しま

せん。）くじ引きにて当日の入室時間を決めさせていただきま

す。おゆずり会の詳細はスタッフまでお問い合わせください。 


