
こどもセンター（生涯学園都市会館まなび学園内） 

〒025－0075 花巻市花城町 1 番 47 号  TEL：0198－21－4388  

こどもセンターHP ： https://www.city.hanamaki.iwate.jp/kosodate_kyoiku/ 

                     kosodateshien/kodomocenter 

メールアドレス ： kodomo_c@city.hanamaki.iwate.jp 

 

 

                            

                                               

 

 

 

                                          

                                          

 

  

                                       

       

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

新型コロナウイルス感染拡大状況により内容変更または中止となる場合があります。  

３月のセンター利用にあたってのお願い 

  

○事前予約制【 】です。予約は、

（定員に達している場合はお断りさせていただくこともあります 

ので、お手数ですが事前にご連絡ください）※

○3 。 

※ 
 

○ご利用前 1 週間以内で咳や鼻水、発熱などの風邪症状をはじめとした 

体調不良がある場合は、利用が出来ません。 

○保護者の方のマスク着用、受付時の健康チェックにご協力ください。 

○ハンカチ、ティッシュをご持参ください。 

○ひろば利用前の「手洗い、手指消毒」にご協力ください。 

○冬期間は落雪による危険防止のため、体育館側駐車場スペース及び体育館の 

道路の通行が出来なくなります。安全に十分に気を付けていらして下さい。 

【 うさぎ・くまちゃんルームの日  】 

・うさぎちゃんルーム：親子４組程度 

・くまちゃんルーム ：親子3組程度 

子の年齢：生後１か月～未就学児  

【 ス マイル ひろば  】 

毎週月曜日（おたのしみの日を除く） 

・うさぎちゃんルーム：親子４組程度 

子の年齢：2 歳～未就学児          

・くまちゃんルーム ：親子4組程度 

子の年齢：2 歳未満 

≪いつもとちょっと違う月曜日だけの  
ひろばです。おたのしみに♫≫ 

   

 

【 くまちゃんルームの日 ( 午後 )】 

日  時：毎週木曜日  及び  

隔週水曜日の午後 

組  数：親子 3 組程度 

子の年齢：生後１か月～未就学児  

【 うさぎちゃんﾙｰﾑの日(1歳未満) 】 

日  時：毎週金曜日の午前 

組  数：親子 4 組程度 

子の年齢：生後１か月～1 歳未満 

こどもセンターだより  
３月号（令和５年２月２０日発行） 

子育て相談（身長体重測定、相談） 

日 時：週に 1回 火曜または木曜の午前 

場 所：うさぎちゃんルーム 

組 数：親子 4組程度 
ご相談がなく、遊びのみの場合でもご利用いただけます。 

     

 

※それぞれの詳しい日時については、裏面のカレンダーをご覧ください 

 

     子育てミニ講座 【整理収納ワンポイント】 

日 時：3月 8 日（水） 受付：9:45～ 時間：10:00～10:45        

場 所：こども図書室 

定 員：大人 6 名    託児：8 名 

講 師：こどもセンター指導員 

申 込：3

こどもの「物」をどの様に収納していますか？ 

お家で使える整理収納のヒントが見つかるかも！？ 

   

 

 

    おたのしみの日 【手形足形アート】 

日 時：３月１3 日（月）・15 日（水） 受付：10:00～ 

時 間：10:15～11:00

場 所：うさぎちゃんルーム 

定 員：各日こども 5 名

申 込：3

かわいい小さな手や足をぺったん★して、お子さんが小さい場

合はお家の方が、できる子はお家の方と一緒に、記念のフレー

ムを作りましょう♪ 
 

    

    

 

 

https://www.city.hanamaki.iwate.jp/kosodate_kyoiku/


 

    日      月      火 水 木 金 土 

       １ 

 9:30～11:30 

うさぎ・くまちゃん 

ルームの日 

13:30～15:00 

くまちゃんルームの日 

２ 

9:30～11:30 

うさぎ・くまちゃん 

ルームの日 

※うさぎちゃんルーム

子育て相談 

３ 

 9:30～11:30 

うさぎちゃん 

ルームの日 
（1 歳未満限定） 

 

４ 

 9:30～11:30 

うさぎ・くまちゃん 

ルームの日 

５ 

 9:30～11:30 

うさぎ・くまちゃん 

 ルームの日 

６   

10:00～11:30 

スマイルひろば  

うさぎ：2 歳以上就学前 

くま：2 歳未満 

７ 

 9:30～11:30 

うさぎ・くまちゃん 

ルームの日 

※うさぎちゃんルーム

子育て相談 

８ 

10:00～10:45 

子育てミニ講座 

「整理収納 

ワンポイント」 

９ 

9:30～11:30 

うさぎ・くまちゃん 

ルームの日 

13:30～15:00 

くまちゃんルームの日 

 

 １０ 

9:30～11:30 

うさぎちゃん 

ルームの日 

（1 歳未満限定） 

 

１１ 

9:30～11:30 

うさぎ・くまちゃん 

ルームの日 

１２ 

9:30～11:30 

うさぎ・くまちゃん 

ルームの日 

1３ 

10:15～11:00 

おたのしみの日 

「手形足形アート」 

1４ 

9:30～11:30 

うさぎ・くまちゃん 

ルームの日 

※うさぎちゃんルーム

救急講習（希望者） 

 

1５ 

10:15～11:00 

おたのしみの日 

「手形足形アート」 

１６ 

9:30～11:30 

 うさぎ・くまちゃん 

ルームの日 

13:30～15:00 

くまちゃんルームの日 

１７ 

9:30～11:30 

うさぎちゃん 

ルームの日 

（1 歳未満限定） 

１８ 

 9:30～11:30 

うさぎ・くまちゃん 

ルームの日 

１９ 

9:30～11:30 

うさぎ・くまちゃん 

ルームの日 

 ２０ 

10:00～11:30 

スマイルひろば  

うさぎ：2 歳以上就学前 

くま：2 歳未満 

２１ 

休館日 

   春分の日 

 

 ２２ 

9:30～11:30 

うさぎ・くまちゃん 

ルームの日 

 

２３ 

 9:30～11:30 

うさぎ・くまちゃん 

ルームの日 

※うさぎちゃんルーム 

子育て相談 

13:30～15:00 

くまちゃんルームの日 

２４ 

9:30～11:30 

うさぎちゃん 

ルームの日 
（1 歳未満限定） 

 

２５ 

9:30～11:30 

うさぎ・くまちゃん 

ルームの日  

２６ 

 9:30～11:30 

うさぎ・くまちゃん 

ルームの日 

２７ 

10:00～11:30 

スマイルひろば  

うさぎ：2 歳以上就学前 

くま：2 歳未満 

２８ 

9:30～11:30 

うさぎ・くまちゃん 

ルームの日 

※うさぎちゃんルーム 

子育て相談 

２９ 

9:30～11:30 

うさぎ・くまちゃん 

ルームの日 

13:30～15:00 

くまちゃんルームの日 

３０    

9:30～11:30 

うさぎ・くまちゃん 

ルームの日 

13:30～15:00 

くまちゃんルームの日 

             

9:30～11:30 

うさぎちゃん 

ルームの日 

（1 歳未満限定） 

 

◎こどもセンターは生後 1 か月から親子で遊べる施設です  

◎利用時間以外は消毒清掃の時間となります   

◎遊んでいるお部屋で水かお茶での水分補給は可能です 

◎「こども図書室」の利用時間は、午前 9 時～午後 3 時までです。 

貸出期間は 2 週間です。※図書室内での飲食は出来ません 

 

※3 月 14 日（火）女性消防職員による【救急講習】を開催します！予約した方の中で救急講座を受講してみたい方が対象です。 

乳児のための心肺蘇生、異物除去、転落、やけどの対応について学べます。 

 

 


