【記号で表記しています】▲随時参加ＯＫ ☎予約が必要(裏面に会場の電話番号記載有)
●登録制 ￥参加費がかかります ☆場所が違います

月

①四谷子ども園
子育て相談 ▲☎
歌の会 11:30～、14:40～ ▲●
2 日 水遊び 10:00～11:00（天候・イベントにより実施しません。）▲●
②四谷第六幼稚園
９日 いちごくらぶ 10：00～11：30 ▲
⑩地域子育て支援センター二葉
2・9日 カナリヤさんの読み聞かせ 15：00～15：30 ▲
９日 編み物サークル 10：30～12：00 ▲
※編み物のお悩みについて、お気軽にご相談できます。
３０日 よちとこくらぶ 10：45～11：30 ☎
※今月は日程の都合上、合同で行います。
１歳～２歳５ヶ月以下の親子対象。
⑪信濃町子ども家庭支援センター
９日 アイリスさんのお話会 11：30～12：00 ▲
四谷図書館
第四 小さい子向けおはなし会（0～2歳対象）
図書館児童コーナー 11:00～11：30 ▲

火

①四谷子ども園
子育て相談 ▲☎
歌の会 11:30～、14:40～ ▲●
３日 ベビーマッサージ 10：45～11：15 ▲●
２４日 ベビーマッサージ 10：45～11：15▲●
③花園幼稚園
１７日 いちご組 10：00～
幼稚園説明会 11：00～11：30頃 ▲

⑭富久町児童館
２日 アスレチックルーム 10：30～11：30 ▲

水

子育て相談 ▲☎
歌の会 11:30～、14:40～ ▲●
４日 水遊び 10:00～11:00（天候・イベントにより実施しません。）▲●
③花園幼稚園
２５日 いちご組 10：00～11：30 ▲

おしらせ
おしらせ
四谷図書館
６日（金）～９日（月）特別図書整理期間のため休館

⑤しなのまち子ども園【にこにこクラブ】
⑩地域子育て支援センター二葉
３日 ほやほやサロン 10:30～11:30 ▲
※1歳未満親子対象。赤ちゃんとのふれあい遊び等。
１０日 ポプラ のびのび読み隊 11:00～11:30 ▲
※（株）ポプラ社の方々による絵本企画。
１７日 「手づかみ食べとスプーンの持ち方について」のお話 ▲
※理学療法士 11：00～11：30
２４日 ベビーカット 10:30～15:25 ☎￥
※H28年4/2以降生まれの児を対象としたヘアカット
詳細は、館内ポスター＆ひろばだよりをご参照ください。

おひさまタイムはお休みです

⑥大木戸子ども園
にじのひろば 10：00～11：30▲●
４日 ひろば遊び
１１日 ひろば遊び
１８日 身体測定
２５日 AED講習会 ☎

⑩地域子育て支援センター二葉
臨床心理士職員の在館 13：00～14：00 ▲
※お子様の発達についてなど、お気軽にご相談できます。
１８日 ななみやさんのハッピータイム！ 11:00～11:30 ▲
※紙芝居やパネルシアター・親子遊び等
２５日 ママのためのオイルケアマッサージ13:15～16:00 ☎￥
（予約は３０分単位）

⑪信濃町子ども家庭支援センター
「ぺんぎんサークル」 10：45～11：30 ▲●
３日 英語あそび
１０日 親子体操
１７日 リトミック
２４日 みんなであそぼう

⑬本塩町児童館
９・３０日 ほっとタイム 10：30～11：30 ▲●

①四谷子ども園

⑬本塩町児童館

新宿区社会福祉協議会
２日 ファミリーサポート事業登録説明会 10：00～ ☎

木

①四谷子ども園
子育て相談 ▲☎
歌の会 11:30～、14：40～ ▲●
５日 身体測定 １０：５０～１１：１０ ▲●
１２日 食育入門講座Ⅱ(完了期の手作りおやつ)10：15～11：15▲￥☎
１９日 親子製作(トンボを作って飛ばそう)10：45～11：15▲●
⑧二葉南元保育園
プレママ体験・保育所体験 木曜以外も要相談
１０：００or１０：３０～１H位 ☎
離乳食希望の場合（２名まで後期食）
⑩地域子育て支援センター二葉
１９日 スクラップブッキング体験 10:30～11：30 ☎￥
２６日 リフレッシュヨガ 11：00～11：35 ☎
２６日 スワンベーカリー落合店のパン販売 11：30頃～▲￥
⑭富久町児童館
わくわくタイム（２歳児対象） 10：30～11：15 ▲
※事前申込が必要な場合もあります。
詳細はお知らせ『ぴよわく通信』をご確認下さい。
四谷保健センター
５日 さくらんぼくらぶ（育児相談） 9:30～11:30 ▲
※4～10ヶ月の乳幼児をもつお母さんに、保健師・助産師・
栄養士の育児、離乳食相談などを行っています。
２６日 離乳食講習会（５～６ヶ月） 13：30～15：30 ☎

⑬本塩町児童館
３．１０．１７．２４日 わくわく火曜日

１１．２５日 プチキッズクラブ 13：30～14：30 ▲●
10：30～11：30 ▲ ●

⑭富久町児童館
ぴよぴよタイム（０．１歳児対象） 10：30～11：15 ▲
※事前申込が必要な場合もあります。
詳細はお知らせ『ぴよわく通信』をご確認下さい。

金

①四谷子ども園
子育て相談 ▲☎
歌の会11:30～、14:40～ ▲●
水遊び 10:00～11:00（天候・イベントにより実施しません。）▲●
１３日 絵本・紙芝居読み聞かせ 11:15～11:30 ▲●
２７日 絵本・紙芝居読み聞かせ 11:15～11:30 ▲●
⑤しなのまち子ども園【にこにこクラブ】
おひさまタイムはお休みです
⑪信濃町子ども家庭支援センター
「ひよこサークル」 10：45～11：30 ▲●
６日 ベビーマッサージ
１３日 みんなであそぼう
２０日 リトミック
２７日 ３B体操
⑭富久町児童館
２０日 アスレチックルーム 10：30～11：30 ▲
四谷保健センター
6日 1歳児食事講習会（1歳～1歳6ヶ月） 9:00～10:00 ▲
四谷冒険あそびの会
とことんあそぼう 11:00～17:00 ▲
第1.2金曜日 みなみもと町公園
第3・4・5金曜日 若葉公園
新宿区社会福祉協議会
２０日 ファミリーサポート事業登録説明会 10:00～ ☎

新宿区社会福祉協議会
２５日 ファミリーサポート事業登録説明会 14：00～ 電話

①四谷子ども園
遊び場提供 9：00～15：00 ▲●

⑪信濃町子ども家庭支援センター
２８日 ドラマリーディング 14：00～14：30 ▲
四谷図書館
おはなし会（７日を除く）
図書館児童コーナー 15:00～15:30 ▲
新宿区社会福祉協議会
１４日 ファミリーサポート事業登録説明会 10：00～

土

⑭富久町児童館
１．１５日 朝の遊戯室開放 9:00～10:00 ▲
詳細はお知らせ『ぴよわく通信』をご確認下さい。

日

⑬本塩町児童館
８．２２日 キッズパーク 10：00～11：30 ▲
四子連 水遊びイベント
１日「大人も子どもも水で遊ぼう」
場所 四谷ひろば グラウンドにて 11：00～14：00 ▲
※ 詳細は、チラシ・掲示を見てね♪ 四谷ひろばのHP

