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開館時間 
午前10時〜午後6時
お問合せは 
各児童センターへ。

（※対象者の記載がないものは、
どなたでも参加できます。）

■花山児童センター　[TEL] 82−5554
と　き 内　容 対　象

1日㈫～4日㈮ 16：00～ 新1年生へのプレゼント作り 小学生
7日㈪ 16：00～ Jポップダンス 小学生
9日㈬ 16：00～ ぼちぼちの会　読み聞かせ 小学生
16日㈬ 16：30～ 手話教室 小学生
24日㈭ 13：30～ 囲碁大会〈申込みは3/3㈭～3/12㈯〉 登録制
28日㈪ 13：30～ 春休み映画会
毎週木曜日 16：00～ 囲碁教室 小学生
＊乳幼児親子教室（こうまクラブ）　毎週㈫㈭　10：30～
3日㈭ 10：30～ ひなまつり会 乳幼児親子
10日㈭ 10：30～ お別れ会（27年度終了） 乳幼児親子

■西児童センター　[TEL] 83−6110
と　き 内　容 対　象

3日㈭･10日㈭ 15：30～ なわとび 小中学生
17日㈭ 15：30～ チャレンジ 小中学生
18日㈮ 13：30～ お楽しみ会、本の貸し出し終了 小中学生
19日㈯ 13：30～ チアビクス発表会 小中学生
22日㈫～26日㈯ ゲーム週間 小中学生
28日㈪～31日㈭ 卓球ラリー 小中学生
＊乳幼児親子教室（ポッポランド） 毎週㈬　2・3歳児親子
 毎週㈮　1歳児親子　　10：30～
2日㈬ 10：30～ ひなまつり会 乳幼児親子
9日㈬･11日㈮ 10：30～ ポッポランド最終日 乳幼児親子

■南児童センター　[TEL] 83−0385
と　き 内　容 対　象

10日㈭～12日㈯ 新1年生プレゼント作り 小学生
14日㈪ 16：00～ Jポップダンス 小学生
23日㈬ 13：30～ 映画会
24日㈭ 13：30～ 囲碁大会 小学生
25日㈮ 14：00～ お楽しみ会 小学生
毎週木曜日 16：00～ 囲碁教室 小学生
＊乳幼児親子教室（ぱんだクラブ） 毎週㈪　2・3歳児親子
  毎週㈬　0・1歳児親子　10：30～
2日㈬ 10：30～ ひなまつり会（合同） 乳幼児親子
7日㈪ 10：30～ お別れ会（27年度終了） 乳幼児親子

■昭和児童センター　[TEL] 81−1380
と　き 内　容 対　象

3日㈭ 16：00～ あおみの会　読み聞かせ 小学生
7日㈪～11日㈮ プラ板作り 小学生
14日㈪ 16：00～ ミニ茶会
24日㈭ 13：30～ お楽しみ会 小学生
28日㈪ 16：00～ Jポップダンス 小学生
29日㈫ 10：30～ じゃんけんぽん　人形劇
30日㈬ 13：30～ 映画会 小学生
＊乳幼児親子教室（アイアイ）　毎週㈫㈮　10：45～
1日㈫ 10：45～ ひなまつり会 乳幼児親子
8日㈫ 10：45～ お別れ会（27年度終了） 乳幼児親子

■来迎寺児童センター　[TEL] 82−5614
と　き 内　容 対　象

3日㈭ 15：45～ 抹茶教室
9日㈬ 15：45～ あおみの会　読み聞かせ 小学生
10日㈭･17日㈭ 15：45～ 囲碁教室 登録制
22日㈫ 13：30～ 卓球で遊ぼう 小学3年生以上
28日㈪ 10：15/13：15 映画会 小学生
＊乳幼児親子教室（なかよしランド）　毎週㈪㈭　10：30～
3日㈭ 10：30～ ひなまつり会 乳幼児親子
10日㈭ 10：30～ お別れ会（27年度終了） 乳幼児親子

中央子育て支援センター [TEL] 81−5500　[FAX] 81−5505　[E-mail] child-sc@city.chiryu.lg.jp
来迎寺子育て支援センター（来迎寺保育園内） [TEL･FAX] 81−4050　[E-mail] raikoji-sc@city.chiryu.lg.jp
南子育て支援センター（知立南保育園内） [TEL･FAX] 81−4061　[E-mail] minami-sc@city.chiryu.lg.jp

行事名 対　象
と　き

内　容 備　考
日にち 時　間

ころころタイム 2～5か月児のいる
親子

中　央：3/3㈭
来迎寺：3/7㈪
　南　：3/10㈭

13：30～14：30 親子遊び＆フリートーク 申込み不要

ぴよぴよランド 6～11か月児のいる
親子

中　央：3/8㈫
来迎寺：3/9㈬
　南　：3/7㈪

10：30～11：30 親子遊び＆フリートーク 申込み不要

こっこランド 1歳～1歳6か月児の
いる親子

中　央：3/15㈫
来迎寺：3/16㈬
　南　：3/14㈪

10：30～11：30 食育講座：保健師と話そう 申込み不要

たっちふれあい
広場 未就園児のいる親子 中　央：3/12㈯ 10：30～11：30 親子で楽しむ音楽コンサート 申込み不要

誕生会 3月生まれのお子さん
のいる親子

来迎寺：3/11㈮
　南　：3/18㈮ 10：30～11：30 親子遊び・身体測定

誕生カード作成 申込み不要

ちびっこランド
（めろん）

1歳7か月～未就園児
のいる親子 中　央：3/22㈫ 10：30～11：30 親子で音楽遊び

予約日（定員30組）
3/4㈮　9：00～
中央子育て支援セン
ターへ電話予約
☎81-5500

プレイルーム開放 未就園児のいる親子 ㈪～㈮ 9：00～12：00、13：00～16：30
　㈯　 9：00～12：00 遊び場を提供しています。

＊ 行事のある日の午
前中はご遠慮くだ
さい。

育児相談
（電話・来所・メール）

子育て中の人なら
どなたでも ㈪～㈮ 9：00～17：00

育児の不安や悩み・疑問等に保育士
がお応えします。些細なことでもご
相談ください。

申込み不要

心理士相談 子育て中の人なら
どなたでも 中央：3/8㈫　9：40～11：00 子どもの発達に心配のある人の

個別の相談に応じます。

中央子育て支援セン
ターへ電話予約
☎81-5500

3月行事予定


