【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

①四谷子ども園
歌の会 11:30～、14:40～ ▲●

②四谷第六幼稚園

月

いちごくらぶ 10:00～11:30 ▲
22日 絵本の読み聞かせ「バンジーの会」があります。

①四谷子ども園

火

歌の会 11:30～、14:40～ ▲●
16日 スマイルシアター 11：15～11：30 ▲●
23日 劇遊び・お面作り 10：30～11：30 ▲●
30日 身体測定 10：50～11：10 ▲●

①四谷子ども園
子育て相談 ▲☎
歌の会 11:30～、14:40～ ▲●
10日 身体測定 10：50～11：10 ▲●
17日 保健講座 10：45～11：30 ▲●
24日 ハッピーコンサート 10：45～11：15 ▲●

水

カナリヤさんの読み聞かせ 15:00～15:30 ▲
※祝日＆第5週はお休みです。
22日 よちよちくらぶ 10:15～11:15 ☎●
15日 とことこくらぶ 10:15～11:15 ☎●
※よちよち・とことこ共に対象月齢があります。
詳細は、館内ポスター＆ひろばだよりをご参照ください。
尚、開催日の11:30まで、一般利用者は ひろばは使えません。
(エントランスホールのみ利用できます)

⑪信濃町子ども家庭支援センター
15日 アイリスさんのお話会 11：30～12：00 ▲

⑭富久町児童館

9日 おおきなおうち広場 13：00～14：00 ※開場12:30 ▲☆
出前保育at四谷ひろば

⑨新宿三つの木保育園
7日 保育所体験 10:00～12:30頃 ☎
※詳しくはホームページをご覧下さい

⑩地域子育て支援センター二葉

ぺんぎんサークル(1歳以上の親子対象） 11:00～11:45 ▲●
30日は合同サークルです。
※2日のぺんぎんサークルはお休みです。

⑬本塩町児童館
15日 ほっとタイム 10:30～11:30 ▲

⑭富久町児童館

四谷図書館

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。
※9日のぴよぴよタイムはお休みです。

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 ▲

新宿区社会福祉協議会
15日 ファミリーサポート事業登録説明会 10:00～ ☎☆
四谷保健センター

⑤しなのまち子ども園【にこにこクラブ】
おひさまタイム（園庭解放） 10:00～11:30 ▲
1月は12日からになります。
第二 うきうきタイム 10:30～11:15
「手作りおもちゃを作ろう！」 ▲
会場 しなのまち子ども園

⑥大木戸子ども園

第二 ポプラ のびのび読み隊 11:00～11:30 ▲
※㈱ポプラ社の方々による絵本企画
第三 たのしいネオミック（おとあそび） 11:00～11:30 ▲
第四 ベビーカット 10:30～15:25 ☎￥
※H26年4/2以降生まれの児を対象としたヘアカット

⑪信濃町子ども家庭支援センター

22日 アスレチックルーム 10:30～11:30 ▲

四谷図書館
年末年始の休館について
2017年12月27日(水）～2018年1月13日(土）

⑦富久ソラのこども園・⑨新宿三つの木保育園

⑩地域子育て支援センター二葉

[お知らせ]

にじのひろば(未就園児対象）
10:00～11:30 ▲●
17日 身体測定 24日ベビーマッサージ ☎

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。
ただし、10日は行いません。
第二 ストレッチでほぐしましょ！ 11:00～11:35 ▲
〃〃 スワンベーカリー落合店のパン販売 11:45頃～ ▲￥
第三 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
第四 ママのためのオイルケアマッサージ 13:15～16:00 ☎￥

本塩町児童館
17日 プチキッズクラブ 14:00～15:00 ▲

⑬本塩町児童館
16、23，30日 わくわく火曜日 10:30～11:30 ▲
※詳細は「キッズひろばほんしお」をご確認ください。

新宿区社会福祉協議会
23日 ファミリーサポート事業登録説明会 14:00～ ☎

① 四谷子ども園
歌の会11:30～、14：40～ ▲●
18日 親子製作 10：15～11：15▲●
25日 プレイルーム 10：30～11：15 ▲●

木

①四谷子ども園
歌の会11:30～、14:40～ ▲●
12日、26日 絵本の読み聞かせまたは紙芝居
11:15～11:30 ▲●
19日 親子ヨガ 10：45～11：15 ▲●

金

⑧二葉南元保育園
プレママ体験 保育所体験 木曜日以外も要相談
10:00 or 10:30～1H位 ☎
離乳食試食希望の場合（2名まで後期食）

⑨新宿三つの木保育園
30日 保育所体験 10:00～12:30頃 ☎
※詳しくはホームページをご覧下さい

⑩地域子育て支援センター二葉
18日 ほやほやサロン 14：00～15：00 ▲
※ 1歳未満親子対象。あちゃんとのふれあいあそび等
25日 二葉南元保育園看護師による保健講座 14：00～14：30 ▲

⑤しなのまち子ども園【にこにこクラブ】
おひさまタイム（園庭解放） 10:00～11:30 ▲
1月は12日からになります。

⑪信濃町子ども家庭支援センター
ひよこサークル（3ヶ月～親子対象） 11:00～11:45 ▲●
*5日のひよこサークルはお休みです。

⑭富久町児童館
12日 アスレチックルーム 10:30～11:30 ▲

四谷保健センター
5日 1歳児食事講習会（1歳～1歳6ヶ月） 9:00～10:00 ▲

⑭富久町児童館
わくわくタイム（2歳児以上対象） 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。
※4日のぴよぴよタイムはお休みです。

四谷保健センター
11日 さくらんぼくらぶ（育児相談） 9:30～11:30 ▲
※4～10か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。

新宿区社会福祉協議会
11日ファミリーサポート事業登録説明会 10：00～ ☎

四谷冒険あそびの会
とことんあそぼう 11:00～17:00 ▲
5日、12日、19日、26日 みなみもと町公園

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
27日 ドラマリーディング 14:00～14:30 ▲

四谷図書館
おはなし会
図書館児童コーナー 15:00～15:30 ▲

新宿区社会福祉協議会
6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
7，21日 朝の遊戯室開放 9:00～10:00 ▲

四谷図書館
28日 子ども映画会 14：00～15：00 ▲
（小学生までのお子様とその保護者 先着90名）
四谷地域センター12階 多目的ホール
『吉四六どん』『アンパンマンまじょのくにへ』『ともだちや』

⑬本塩町児童館
21日 キッズパーク 10：00～11：30 ▲

日

