令和２年（２０２０年）１１月
月
２【マ・お】

火
３ 【お】

【マ】※☆お誕生会
10：00～11：00

★月刊こそだてカレンダー★
水
４【マ・お】
【マ】※☆避難訓練
14：45～

・いきいき親子育児相談

木
５【マ・お・い・こ】
●ぴよぴよくらぶ

10：00～11：30

※は要申込み、☆は専用利用です

金
６【マ・お・い・こ】

発行：マロニエ子育て支援センター

日

土
７【お・い】

１・８【お】

【お】※☆ヨチヨチデー
10：00～11：30

●マロニエおもちゃ病院

８日 13：30～15：30

（保健センター）

4 センター職員
全体研修会の為、
マロニエ・おだぴよ

は午前で閉所に
なります。

１０【マ・お・い・こ】
【マ】※☆ヨチヨチデー
10：00～11：00
【お】※☆食育講座
10：00～11：30

【こ】※☆お誕生会

１１【マ・お・い・こ】
【こ】※☆タッチケア
10：00～11：00
【こ】※☆楽楽ヨーガ
13：30～14：30

１２【マ・お・い・こ】

１６【マ・お】

１７【マ・お・い・こ】

【マ】※☆食育講座
10：00～11：00

２３【お】

10：00～11：30

【マ】※☆双子ちゃんデー 【マ】※☆心理相談
10：00～12：00
10：00～11：00
0
【い】
※☆サニーのバス
【お】※☆小児科相談
タオルおしゃり café
13：30～15：30
10：00～11：00
【い】※☆保育
コンシェルジュ相談
14
13：30～15：30

【マ】※☆保育
コンシェルジュ相談
10：00～12：00
【お】※☆ おだぴよ 14

【マ】※☆ マロニエ

２４【マ】

２６【マ・お・い・こ】

おだたん赤ちゃんひろば

10：00～11：30
【い】※☆ミッキーの会
10：10～11：00

おだたん赤ちゃんひろば

10：00～11：00

＜申込受付中＞第６回 赤ちゃんがきた！ＢＰ1 講座（会場）おだぴよ
（日時）2021 年 2 月 5 日・12 日・19 日・26 日の全４回 13：30～15：30
（対象）2020 年 9 月 5 日～12 月 5 日生まれの第１子と母親 10 組
✿詳しくは、おだぴよ子育て支援センターまでお問い合わせください
☎０４６５－２０－５１５５ （月～日 ９時～１７時）

２１【マ・お・い】

２２【お】

【マ】※☆工作タイム
10：00～11：00

【い】※☆赤ちゃんデー
13：30～15：00

２７【マ・お・い・こ】

【マ】※☆赤ちゃんデー
【お】※☆保育
【お】※☆お誕生会
10：00～11：00
コンシェルジュ相談
10：00～11：30
【こ】※☆楽しい育児支援
10：00～12：00
【い】※防災講座
セミナー＠こゆるぎ
【お】※☆栄養相談
10：00～11：00
10：15～11：00
10：00～12：00
【 こ 】 ※ 保 育 コンシェルジュ
【こ】
※☆
アラフォーママ集まれ
0 ヨチヨチデー②
【い】※☆
相談
10：00～11：00
10：00～11：30
13：30～15：00

３０【マ・お】
【マ】※☆BP 講座③
13：30～15：30

１５【お】

デ―（すくすくデ―）

２０【マ・お・い・こ】

２５【マ・お・い】

１４【お・い】

10：00～11：00

１９【マ・お・い・こ】

【マ】※☆BP 講座②
13：30～15：30

１８【マ・お・い】

１３【マ・お・い・こ】

【マ】※☆栄養相談
【い】※☆ヨチヨチデー①
10：00～12：00
13：30～15：00
0
【お】※☆赤ちゃんデー 【こ】※☆こゆるぎ赤ちゃん

10：00～11：00

【マ】※☆BP 講座①
13：30～15：30

子育て支援センター
は、現在予約制です
詳細は、各センターへ
お問合わせください。

電話予約制 47‐4722

９【マ・お】

都合により、内容が
変更になる場合があ
ります。詳細は直接
お問合せ下さい。

２８【お・い】

２９【お】

●ママパパ学級（保健センター）
・赤ちゃんとの生活その１ 10 日
・赤ちゃんとの生活その２ 19 日
①10：00～ ②13：00～ ③15：00～
妊娠 20 週以降の妊婦さんとパートナー
*要電話予約

感染拡大防止のため、「事前予約制」となっています。利用を希望
される方は、利用を希望する各子育て支援センターへ直接電話で
予約 をしてください。
予約の方法や利用時間などの詳細は、小田原市のホームページや
各センターのお便りをご覧ください。尚、感染症まん延防止のた
め、各センターのランチタイム及びランチコーナーは、お休み
しています。

おだぴよ ９～18 時
他センター９～17 時

【マ】 マロニエ
（☎48-8698）
月～金曜日
【お】 おだぴよ
（☎20-5155）
第４（月）休館
【い】 いずみ
（☎37-9077）
火～土曜日
【こ】 こゆるぎ
（☎43-0251）
火 木 金曜日
■ファミリーサポ ー ト
センター（9～17 時）

（☎35-0053）
月～金曜日
■子ども相談
（☎46-6763）
■子育て政策課
（☎33－1874）

カレンダー設置場所
各子育て支援センター
子育て政策課
図書館
保健センターなど
小田原市ＨＰでダウン
ロードできます。

会

場

※は要申込み、
☆は専用利用です
マロニエ
【マ】 子育て支援センター
（☎４８－８６９８）

行 事 名

開 催 日 時

お誕生会
避難訓練
ヨチヨチデー
栄養相談（小田短管理栄養士）
食育講座（小田短管理栄養士）
双子ちゃんデー
心理相談（臨床心理士）
保育コンシェルジュ相談

２日 10：00～11：00

11 月お誕生日のお友達皆さんでお祝いしましょう♪

４日 14：45～

大地震を想定し、避難経路を確認します。14：00～15：00 の利用時間の中で実施します ※☆要申込み
生後 7 ヶ月～11 ヶ月までの乳児さんと保護者専用利用です ※☆要申込み 10 組
授乳のこと、離乳食のこと等、気軽に相談してみませんか？ ※☆要申込み ４組

１０日 10：00～11：00
１２日 10：00～12：00
１６日 10：00～11：00
１７日 10：00～11：00
１８日 10：00～12：00

おだぴよ
【お】 子育て支援センター
（☎２０－５１５５）

いずみ

【い】 子育て支援センター
(☎３７－９０７７)

こゆるぎ
【こ】 子育て支援センター
（☎４３－０２５１）

マロニエ 飲食コーナー
マロニエ３F ホール

※☆要申込み

８組

※☆要申込み、きょうだい参加可
※☆要申込み

４組

テキストを使用した、子育てが楽しくなる講座です

※☆要申込み

10 組

テーマは「クリスマスの飾りをつくろう」です
生後～6 ヶ月までの乳児さんと保護者専用利用です

※☆要申込み

親子の絆づくりプログラム「赤ちゃんがきた」連続４回講座です

受講者専用利用時間となります

生後 7 ヶ月～11 ヶ月までの乳児さんと保護者専用利用です

※☆要申込み、11/2～受付、10 組

１０日 10：00～11：30

テーマは「新型コロナウイルス共存時代における正しい手洗いと消毒」です

※☆要申込み、11/2～受付、8 組

１２日 10：00～11：30

生後～6 ヶ月までの乳児さんと保護者専用利用です

※☆要申込み、11/2～受付、10 組

１７日 13：30～15：30

エコチル調査についての啓発を含めた小児科医師の相談日です

※☆要申込み、11/5～受付、４組

１９日 10：00～12：00

２１日 10：00～11：00
２６日 10：00～11：00
13：30～15：30

６日 10：00～11：30

おだぴよおだたん赤ちゃんひろば １９日 10：00～11：30
保育コンシェルジュ相談
栄養相談（小田短管理栄養士）
お誕生会
ヨチヨチデー①
保育コンシェルジュ相談

テーマは「おやつ（間食）の役割」です。
双子ちゃんならではの情報交換しながら遊びましょう
子どものこと、家族や自分のこと等相談してみませんか？
小田原市の保育サービスに係わる様々な相談ができます
～6 ヶ月までの第一子とママ＆妊婦さん対象。小田短プログラム

※☆要申込み、きょうだい参加可

４組

ＢＰ1 講座（11/16・24・30・12/7）

ヨチヨチデー
食育講座（小田短教員）
赤ちゃんデー
エコチル小児科相談

問合せ ・ 連絡等

※☆要申込み

マロニエおだたん赤ちゃんひろば ２０日 10：00～11：00
工作タイム
赤ちゃんデー

開 催 内 容

～6 ヶ月までの第一子とママ＆妊婦さん対象。小田短プログラム
テキストを使用した、子育てが楽しくなる講座です

※☆要申込み

10 組

※☆要申込み、11/2～受付、10 組

２５日 10：00～12：00

小田原市の保育サービスに係わる様々な相談ができます
※☆要申込み、11/5～受付、４組
授乳のこと、離乳食のこと等、気軽に相談してみませんか？ ※☆要申込み、11/5～受付、４組

２７日 10：00～11：30

11 月生まれの子のお誕生日をお祝いしましょう。手型のカードをプレゼント

※☆要申込み、11/11～受付、10 組

１３日 13：30～15：00

7 ヶ月～11 ヶ月までの乳児専用利用 兄弟可
小田原市の保育サービスに係わる様々な相談にのります

※☆要申込み、10/30～受付、8 組

２５日 10：00～12：00

１７日 13：30～15：30

※☆要申込み、11/10～受付、4 組

サニー☆のバスタオル おしゃべり café １８日 10：00～11：00

歌や絵本の朗読を交えながら気軽におしゃべりしましょう ※☆要申込み、11/5～受付、8 組

ミッキーの会
赤ちゃんデー
ヨチヨチデー②
防災講座
お誕生会

１９日 10：10～11：00

ミッキーの会をいずみのひろばで楽しもう

２０日 13：30～15：00

生後 0～6 ヶ月の赤ちゃんとママの集いです。助産師が参加します ※☆要申込み、11/6～受付、8 組

２５日 10：00～11：30

7 ヶ月～11 ヶ月までの乳児専用利用

２７日 10：00～11：00

抱っこ紐の相談、防災のお話がきけます。防災スタッフ参加

※

１０日 10：00～11：00

成長の記念に手形スタンプを押そう（対象 10 月 11 月生まれの子）

※☆

要申込み

６組

赤ちゃんデ―（すくすくデ―） １３日 10：00～11：00

０歳の子とママの会。上の子も一緒にどうぞ

※☆

要申込み

６組

タッチケア
楽楽ヨーガ

１９日 10：00～11：00

国際医療福祉大学助産師によるベビーマッサージ教室です

※☆

要申込み

６組

１９日 13：30～14：30

※☆

要申込み

６組

※☆

要申込み

６組

２６日 13：30～15：00

子育てママ応援ヨーガ
親子で参加できます
「救急手当の実践」 講師：浜町小児科医院遠藤郁夫医師
小田原市の保育サービスに係わる様々な相談ができます

※

要申込み

４組

２７日 10：00～11：00

国際医療福祉大学、東京純心大学講師による交流会。何でも自由におしゃべりしましょう

※☆要申込み、6 組、対象：38 歳以降のママ

動かなくなってしまったおもちゃの修理をします
ぴよぴよ森の音楽会 子ども 1 人 200 円（材料費）

問：090-6303-0861

楽しい育児支援セミナー＠こゆるぎ ２６日 10：15～11：00

保育コンシェルジュ相談
アラフォーママ集まれ
おもちゃ病院
ぴよぴよくらぶ(未就園児)

８日 13：30～15：30
５日 10：00～11：30

兄弟可

※☆要申込み、11/6～受付、8 組
※☆要申込み、11/11～受付、8 組
要申込み

直接お越しください

（椎野）

