令和 3 年
日

１２月

【ひろばの利用について】

月

火

水

12 月の毎日の体操は ★「サンサン体操」 と
♥「赤鼻のトナカイ」 です
午前の部 ★9:50 ♥10:50 午後の部 ★14:10 ♥15:10

５

６

７

クリスマス工作

クリスマス工作

～てがたのブーツ～

１

２

クリスマスツリーを飾ろう

うんどう遊び（１０組）

時間:10:40～

(ハイハイの８～１１か月のお子さん)

みんなでひろばの
クリスマスツリーを
飾りましょう

８

１２

１３

１４

１５

シール
遊び

ピアノでうたおう

ミニクリスマス会(各２０組)
時間:10:00～10:30Ⓐ
14:15～14:45Ⓑ

ミニクリスマス会(各２０組)
時間:10:00～10:30Ⓒ
14:15～14:45Ⓓ

１９

スタッフと気軽におしゃべり
をしたり、写真が撮れます
計測や育児相談もできます

２６

２７

３
お休み

１０

１１

おはなしの時間

お休み

おりがみ
遊び

時間:10:00～10:15
14:15～14:30

１６

１７

１８

お休み

シール
遊び

常磐大学看護学科
学生６名が母性看護
学の実習に来ます

２１

２２

２３

２４

２５

ハーフバースデー (各１０組)

12 月のお誕生会

常磐大学看護学科
学生の実習 (午前の部)

お休み

おりがみ
遊び

２９

３０

３１

年末休み

年末休み

年末休み

(６か月前後の赤ちゃん)

時間:10:00～10:40
14:20～15:00

２８

カプラで遊ぼう
時間:10:00～10:45

※予約は１２月７日(火)から開始
定員になり次第しめきります

・ご利用できる方は、当面の間は水戸市に住民票のある
保護者と未就学児とします。
・お子さま 1 人の付き添いは大人 1 人までとします。
・１週間の利用回数の制限はありません。

４

９

クリスマス会は多くの方にご参加いただけるように 予約はⒶⒷ©Ⓓいずれかを
選んでください(1 家族１回といたします) ※１２月２日(木)９：００から予約開始

２０

土

パネルシアターや手遊びなど

時間: 9:30～10:30
14:00～15:00

時間:10:00～10:15

回数を分けて行います

金

時間:10:00～10:30

～てがたのブーツ～

時間: 9:30～10:30
14:00～15:00

ピアノにあわせて うたったり
楽器あそびを楽しみます

木

午前の部

午後の部 13:45～15:45

各回 親子 20 組

・予約方法は 電話予約受付とし、受付開始日から定員に
なり次第締め切ります。 (定員に達していない場合は
当日の予約でもご利用いただけます)
・予約時間は午前 9 時から午後 5 時までとし、利用され
るご本人が申し込みをしてください。

令和 3 年 12 月 29 日(水)から令和 4 年 1 月 3 日(月)の期間は
年末年始の休館日となります

カプラはワンサイズの板(長さ 15 ㎝ 幅 3 ㎝ 厚み 1 ㎝)を
積み重ねて遊ぶものでタワーなどを作って遊べます

9:15～11:15

予約受付開始日

利用希望日

１１月２２日（月）より

１１月２７日（土）～１２月 ２日（木）

１１月２９日（月）より

１２月 ４日（土）～１２月 9 日（木）

１２月 6 日（月）より

１２月１１日（土）～１２月１６日（木）

１２月１３日（月）より

１２月１８日（土）～１２月２３日（木）

１２月２０日（月）より

１２月２５日（土）～１２月２８日（火）

【ご利用に当たってのお願い】
ミニクリスマス会

12 月のお誕生会
実施日：12 月 22 日(水)
対 象：１２月生まれのお子さまと保護者
時 間：1 才になるお子さま
10:00～ 14:15～ (各 5 組)
2 才以上になるお子さま
10:30～ 14:45～ (各 5 組)
１２月７日(火) 9:00 から予約開始
※定員になり次第しめきります

日時 １４日(火) 午前の部Ⓐ 午後の部Ⓑ
１５日(水) 午前の部© 午後の部Ⓓ
内容 ミュージックパネルシアター・
楽器あそび・みんなで踊ろうなど
フォトスペースもあります (2 日間同内容)
※多くの方に ご参加いただけるように

予約はⒶⒷⒸⒹ いずれかを選んでください
(１家族１回といたします)

１２月２日(木)9:00 から予約開始
※定員になり次第しめきります

★２日(木) うんどう遊びは 8～11 か月の
お子さんが対象でハイハイをして遊びます
(密にならないように回数を分けて行います)

★６日(月)７日(火) クリスマス工作は 汚れても
よい服装でご参加ください (2 日間同内容)
★９日(木) おはなしの時間は保育士による
おはなし会で パネルシアターや手遊びが
あります
🎄おりがみ遊びとシール遊びは クリスマスに
ちなんだものを 親子で楽しみます
開館時間内 いつでもできます

育児相談 (月～木曜日 10：00～15：00) 担当：看護師

✿本人や家庭内で、発熱、咳や鼻水、だるさなどの風邪症状が
ある場合は、ご利用をお控えください。
✿入館の際には全員の方に検温をお願いします。
(37.5℃以上の場合はご利用できません)

✿大人の方はマスクを着用してください。
✿水分補給や授乳以外の飲食は当面の間できません。
✿おむつ替えの敷物等は、各自ご持参ください。
✿ひろば利用の出入り口は、ハミングロード側の自動ドアから
となります。
✿車でお越しの方は、施設内駐車場をご利用ください。
ひろば利用時間以外の駐車はご遠慮ください。
※ハミングロード 513、備前堀沿い道路は、一方通行の道路ですので
気をつけて通行してください。
ハミングロード沿いの駐車スペース(ポケットパーク)への駐車は
ご遠慮ください。

妊娠・出産・子育てに関する心配ごとや悩みごとなど お気軽にご相談ください。※電話での相談もお受けしています

午前の部・午後の部の終了後に館内とおもちゃの消毒を行い、おもちゃ等は消毒のできるものに限定しています。

室内の換気は定期的に実施していますが、一部ご利用できないお部屋があります。
※窓を開けての換気が十分に取れないような非常に強い雨風の日は、組数を制限させていただく場合があります。
※日に日に寒くなってきておりますが、室内は換気により外気が入り込んできますので寒さ対策をお願いします。

水戸市本町子育て支援・多世代交流センター「はみんぐぱーく・みと」
〒310-0815

水戸市本町 1-8-2

開館日:土曜日～木曜日(金曜日・祝日休館)

電話 029-302-3662
http://www.kosodate-mito.com/

