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行事の予定

サポート/両方会員
さんのサロン

ひめトレ＆ピラティス

サポート/両方会員
さんのサロン

6 月１５日（水） 10：00～12：00

箱庭作り

厚崎公民館にて

５月１２日（木） 10：00～12：００
厚崎公民館にて

インナーマッスルに効くピラティス。
冷え性、婦人病予防に効果があると
今、注目のひめトレ。
ぜひ体験してみてください！

植物に触れて、癒されて
コケを使って箱庭を
作ってみませんか？

〆切 ６月 8 日

参加費： 500 円
〆切り ５月 6 日

７月の講座

サポート会員養成講座/再受講講座①③
申し込み〆切
７月１日

サポート会員さん募集中！
まずは 1 コマからでも受講できます。興味のある講座から受講してみませんか？

託児はご相談
下さい。

ぜひ、お知り合いの方にもお声がけ下さい。
日にち
８４０番までの
両方・サポート会
員の方で、再受講
がまだの方は①③
の受講お願いしま
す。
ご都合のつかな
い方は次回の講座
で！

①

７月 ７日（木）

時

間

13：00-16：00

内

容

小児救命

場

所

厚崎公民館

市の子育て支援について
②

７月１２日（火）

13：00-16：30

栄養と食生活

Zoom

保育の心、こどもの遊び
③

７月１３日（水）

13：00-16：00

④

７月１６日（土）

9：00-12：00

子どもの発達、発育、健康管理
事故予防、交通事故予防
ファミサポの説明

Zoom
Zoom

コロナウイルス感染予防のためサポート会員養成講座/再受講講座をオンラインで開催します。

消費者庁発行の事故防

お願い：利用料助成の登録申請は毎年度ごとになり

止 ハ ン ド ブ ッ ク を同 封

ます。（助成の対象は一人親家庭や医療受給世帯、住

いたしました。

民税非課税世帯）

皆さま、ご活用下さい。

今年度の申請をしていない方は市の子育て支援課へ
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