
◎ 入館時の手指消毒・利用簿の記入にご協力ください。

◎ 子どもだけで遊ばせたり、目を離したりしないでください。

◎ 貴重品は身に着けるか貴重品ＢＯＸをご利用ください。

◎ 予約の必要な講座はお電話又は直接お申し込みください。

1 2 3

4 5 7　　《要予約》

１６　《要予約》

28　《要予約》

《要予約》とある講座は予約が必要となります 。 <その他の講座は時間内にお越しいただくと、自由にご参加できます＞

申し込みは　５月16日(火)　９：00スタート

・受付開始日はお一人様1講座のみ、翌日からは空いている講座を受付いたします。

 　・講座は都合により中止になる場合があります。

　7日(水)　10:30～11:30 　16日(金)　10:30～11:30 28日(水) 10:30～12:00

　対  象：2ヶ月～3歳頃までのお子さんとママ   対  象：2ヶ月～アンヨが始まる頃の

　定  員： 先着８組 　 子どもとママ

　参加費：  ５００円   定  員： 先着１０組 参加費：  無料

　持ち物： バスタオル・水分補給用の飲み物   参加費：  ５００円

　・妊娠中の方はご遠慮ください   持ち物： バスタオル・水分補給

※ご不明な点がございましたら、ご遠慮なくスタッフへお声がけください。

子育て拠点施設すまいるランド    　  TEL 0256-45-5687

三条市新堀１３１１ 三条市役所栄庁舎１階     メール　smile@city.sanjo.niigata.jp

開館時間   ９：００～18:００　　　　休館日 :  第３月曜日・月末（月末が土日月にあたる場合はその前の金曜日）
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手形をとろう！
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 おもちゃの病院

 
診断無料、材料費とし
て100円程度かかること
もあります

対  象： 多胎児を子育て中の方
　　　   多胎児を出産予定の方

※ボランティアの見守りがつきますので、
申し込みをお願いします。申し込みが出
来なかった方も参加できます。

   　  ～休日一時保育のご案内～

【実施日】　土･日･祝日の開館日　８:00～18:00

【 対 象 】　三条市在住の満1歳から就学前の児童

【 定 員 】　5人（申込順）

【 料 金 】　１時間当たり300円

　　　　すまいるランドWithKids　講座・ご利用のご案内

日 月 火 水 木 金 土
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◆短冊に願いごとを書こう
6/22㈭～7/7㈮まで

 10:30～11:00

その他の講座はカレンダーの時間内にお越しいただくと自由に参加できます

　申込み問合せ先 子育て拠点施設 あそぼって　  三条市興野1丁目2番30号

TEL: ０２５６－３６－２１８１ メール: asobo@s-oyako1985.org
開館時間　９：００～１８：００　    休館日　第2・第4火曜日

 【対象】 産後２～５カ月のお子さんとママ

 【参加費】300円

 【定員】 先着6組

 【持ち物】ママの飲み物、バスタオル、フェイスタオル

 【対象】 首のすわった4カ月頃～あんよ前のお子さんとママ

 【定員】 先着6組

 【持ち物】水分補給用の飲み物、バスタオル
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親子で楽しむ
音楽と絵本休館日

　産後ケア ナースの部屋 　ベビーダンササイズ
　～ 赤ちゃんとママの触れあいマッサージ 　～ お子さんをあやしながらリズムに合わせてダンササイズ

　　ママの運動不足解消・リフレッシュに♪

　６月２１日(水)
　10：30～11：00

　６月２８日(水)
　10：30～11：00

つくってあそぼう ２歳うさぎぐみ
ベビー

ダンササイズ

10:00～11:30 10:30～11:00 10:30～11:00

【要予約】25 26 27 28
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10:30～11:30

10
親子で

ＨipＨopダンス
おんがくあそび
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   （5ヶ月まで）
助産師相談会

日 月 火 水 木 金

14:00～14:30

おはなし
バスケット

土

1 2 3
◎ 休日一時保育 ご利用案内

実施日：土、日、祝日 8:00～18:00

対象:三条市在住の満1歳から就学前の児童

定員：5人 ／ 料金：1時間300円

■□■ 施設ご利用案内 ■□■

◎ 入館時の手指消毒･利用簿の記入にご協力ください

◎ 子どもだけで遊ばせたり、目を離したりしないでください

◎ 貴重品は身につけるか貴重品BOXをご利用ください

◎ 予約の必要な講座はお電話又は直接お申し込みください

◆以下の講座は事前の予約が必要です

５月１６日㈫より 受付スタートします
・申込開始初日はお一人様1講座のみ、翌日からは開いている講座を複数でも受付いたします。

tel:0256－36－2181

