
令和4年（2022年）6月　　❤月刊こそだてカレンダー❤

月 火 水 木 金 土 日

1　【マ・お・い】 2　【マ・お・い・こ】 3  【マ・お・い・こ】 4  【お・い】 5  【お】

6  【マ・お】 7  【マ・お・い・こ】 8  【マ・お・い】 9  【マ・お・い・こ】 10  【マ・お・い・こ】 11 【お・い】 12  【お】

13  【お】 14  【マ・お・い・こ】 15  【マ・お・い】 16  【マ・お・い・こ】 17  【マ・お・い・こ】 18  【マ・お・い】 19  【お】

　

　

20  【マ・お】 21  【マ・お・い・こ】 22  【マ・お・い】 23  【マ・お・い・こ】 24  【マ・お・い・こ】 25  【お・い】 26  【お】

27  【マ】 28  【マ・お・い・こ】 29  【マ・お・い】 30  【マ・お・い・こ】

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ください。

※は要申込み、☆は専用利用です 発行：

【マ】※☆よちよちデー

【マ】※避難訓練

【こ】※☆すくすく
赤ちゃんデ―

【い】※☆赤ちゃんデー

※☆マタニティひろば

【い】※☆ヨチヨチデー

【お】※☆ことり
おはなし会

【お】※☆赤ちゃんひろば

【お】※保育
コンシェルジュ相談

【い】※小児科
医師訪問

【お】※☆赤ちゃんデー

【お】※☆ヨチヨチデー

【マ】※ふたごちゃんデー

【マ】※☆赤ちゃんデー

【マ】※保育
コンシェルジュ相談

【こ】※☆ファミサポ
説明登録会

【い】※☆サニーの
バスタオルｃａｆé

【こ】※保育
コンシェルジュ相談

【い】※☆おだわら
子ども防災

【い】※保育
コンシェルジュ相談

【お】※☆作って
あそぼう

【お】※☆はじめまして
おだぴよ

日付標記横の【】の
文字は当日開所している
センターを表しています。

【マ】マロニエ子育て
支援センター

0465-48-8698

【お】おだぴよ子育て
支援センター

0465-20-5155

【い】いずみ子育て
支援センター

0465-37-9077

【こ】こゆるぎ子育て
支援センター

0465-43-0251

（申込受付中） 赤ちゃんがきた！BP1プログラム

会場：いずみ子育て支援センター

日時：2022年7月20・27・８月3・10日（水）10：00～12：00 全4回

対象：2022年2月20日～5月20日生まれの第1子と母親 10組

★詳しくはいずみ子育て支援センターまでお問合せください

【お】※☆双子ちゃんデー

【お】※心理相談

●おもちゃ病院
（マロニエ飲食コー

【マ】※☆2年保育組
で遊ぼう！

【お】※栄養相談

【お】※☆食育ミニ
レクチャー

【い】※☆育児セミナー 【お】※☆誕生会

【こ】※☆たちきたっ子
ひろば

■子育て政策課☎３３－１８７４
■子ども相談係☎４６－６７６３
■ファミリーサポートセンター

（月～金・9～17時）
☎070-1396-1537

【お】※☆保育園の
先生と遊ぼう

【お】※☆BP1講座

【お】※☆BP1講座

【お】※☆BP1講座

【お】※☆BP1講座

子育て支援センターは予約優先制です

当日も人数に空きがある場合は利用できますので、

利用を希望される子育て支援センターへお電話

またはひろばで直接お問い合わせください。

人数を超えると利用できませんので、事前にご確

認ください。

利用状況などについては、FacebookやTwitterで

も発信していますので、ご確認ください。

子育て支援センターって？

●親子で自由に遊べます
（対象：未就学児）

●相談ができます
●子育ての情報交換ができます
●講座やイベントに参加して

みませんか

【マ】※☆歯科衛生士さん
訪問日

【マ】施設整備のため
お休みです

【マ】※☆お産
おしゃべりたいむ

【マ】※きてみて♡
マロニエ



会場 行　事　名 開　催　内　容 申込み等

※避難訓練 1日 11：45～ 避難経路を確認し、もしも…のときに備えましょう 受付中

※☆お産おしゃべりたいむ 6日 10：00～11：30 妊婦さん＆ママなら誰でもOK、助産師さん参加します 受付中

※保育コンシェルジュ相談 14日 10：00～12：00 小田原市の保育サービスに関わる様々な相談ができます 5/31～

※☆よちよちデー 14日 13：30～15：30 生後7～11か月の乳児さんと保護者専用のひろば 5/31～

※ふたごちゃんデー 16日 10：00～12：00 ふたごちゃん、あつまれ！ 6/2～

※☆2年保育組で遊ぼう！ 21日 10：15～10：45 2023年度に2年保育で幼稚園入園予定の親子限定のひろば 6/7～

10：00～12：00 6か月までの乳児と保護者専用ひろば（きょうだいOK）

13：30～15：30 6か月までの乳児と保護者専用ひろば（ミニ離乳食講座もあります）

※☆歯科衛生士さん訪問日 ２４日 10：15～11：15 乳幼児の歯のお話と相談もできます 6/10～

※きてみて♡マロニエ 27日 10：00～12：00 妊婦さん、初利用の方、お気軽にお越しください 6/13～

※☆双子ちゃんデー 2日 10：00～11：30 「雨にも負けず元気いっぱい！」 受付中

※栄養相談 7日 10：00～12：00 離乳食・幼児食、妊娠期の栄養のこと何でも聞いてみましょう 受付中

※心理相談 8日 10：00～12：00 子どものこと、自分のこと等気軽に相談してみませんか？ 受付中

※☆赤ちゃんひろば 9日 14：00～15：30 6か月までの第一子とママ＆妊婦さん対象です 5/26～

※☆ことりおはなし会 11日 10：30～11：30 図書館とおだぴよスタッフによる絵本や紙芝居の読み聞かせです 5/26～

※☆保育園の先生と遊ぼう 15日 10：15～11：15 桜井保育園の先生がおだぴよに来てくれます。 5/26～

※☆食育ミニレクチャー 16日 10：30～11：00 「子どもの食事で避けたい7つの、こ食」 5/26～

※☆赤ちゃんデー 16日 14：00～15：30 生後～6か月までの乳児さんと保護者専用です 5/26～

※☆作ってあそぼう 18日 10：00～11：30 今月の工作は「七夕かざりを作りましょう」です 5/26～

※保育コンシェルジュ相談 20日 10：00～12：00 小田原市の保育サービスにかかわる様々な相談ができます 受付中 　

※☆はじめまして　おだぴよ 21日 14：00～15：30 おだぴよを初めて利用するお子さんと保護者が集まる日です 5/26～

※☆ヨチヨチデー 23日 14：00～15：30 生後7か月～11か月の乳児さんと保護者専用利用です 5/26～

※☆誕生会 29日 14：00～15：30 6月生まれの子のお誕生日をお祝いしましょう 5/26～

13：30～15：30 生後2～5か月の赤ちゃんを初めて子育てするママのための講座 受付中

※☆赤ちゃんデー 3日 13:30～15:00 生後0～6か月までの赤ちゃんとお母さんの集い 受付中

※☆マタニティひろば 3日 14:30～15:30 妊婦さんの集い　きょうだいのいる方は15:00から参加できます 受付中

※☆おだわら子ども防災 16日 10:30～11:30 「楽しい！役立つ！防災工作」 6/2～

※小児科医師訪問 21日 13:30～15:30 小田原市立病院の小児科医に気になることを相談できます。 6/7～

※☆ヨチヨチデー 22日 10:00～11:30 7～11か月までの乳児専用利用　きょうだいも参加できます 6/8～

※☆サニーのバスタオルcafé 23日 10:15～ サニーさんと一緒に歌やお話を楽しみましょう 6/9～

※保育コンシェルジュ相談 24日 13:30～15:30 小田原市の保育サービスに係る様々な相談ができます 6/10～

※☆育児セミナー 28日 10:30～11:30 浜町小児科遠藤先生による子どもの感染症のお話 6/14～

※☆すくすく赤ちゃんデー 10日 10:00～11:00 0歳の子とママの会　上の子もどうぞ　妊婦さんも参加できます 受付中

※☆たちきたっ子ひろば 16日 10:00～12:00 「にこはぴリトミック」の親子体験会です 6/2～

※保育コンシェルジュ相談 17日 13:30～15:30 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 受付中

※ファミサポ登録会 28日 13:45～14:45 ファミリーサポートセンタースタッフによる説明会。登録もできます。 受付中

開　催　日　時

※☆赤ちゃんデー 23日 6/9～

【こ】こゆるぎ
　子育て支援センター

　（☎43-0251）
火・木・金曜日

【マ】マロニエ
 子育て支援センター

　（☎48-8698）
月～金曜・第3土曜日

※☆BP1講座（6/3・10・17・24  金曜日）

【い】いずみ
　子育て支援センター

　（☎37-9077）

火～土曜日

【お】おだぴよ
　子育て支援センター

　（☎20-5155）
第4月曜日休館

※は要申込み☆は専用利用です

ぴよぴよくらぶ（マロニエ3Fホール）

6/2 （木）10：00～11：30

親子で楽しむ体操や手遊び、季節の工作
子ども1人200円（材料費）℡090-6303-0861（椎野）

おもちゃ病院（マロニエ飲食コーナー）

6/12（日）13：30～15：30動かなくなったおもちゃの修理

【園開放】 ＊都合により予定が変更になる場合があります

小田原愛児園・乳児園子育てオアシス☏22-3523

6/6,13,20(月） 親子200円（参加費）

桜井保育園 ☏36-0710

6/8（水）,22(水）9：45～11：45

下曽我保育園 ☏42-0951

6/22（水）10：00～11：00

イベントの詳しい内容は
各子育て支援センターの
通信に掲載しています。
各子育て支援センターの
通信はこちらから
ご確認ください。 小田原市HP

LINE公式アカウント
『マロニエ子育てネットワーク』から
イベント情報やお知らせをお届け
しています。
スピーディーで分かりやすい情報提供
を目指しています。
小田原市のホームページへ入ることも
できますので、ぜひご活用ください。

https://line.me/R/ti/p/%40097jjktj

【公立幼稚園 園庭開放】

＊都合により予定が変更になる場合があります。詳細は各園へ。

酒匂幼稚園 ☏47-3661 9：00～11：00

６/１（水）,9(木）,15(水）,22(水）,29(水）

東富水幼稚園 ☏36-3606

6/13（月）9：00～10：30 雨天中止

矢作幼稚園 ☏48-4515

6/21（火）9：00～10：00 雨天中止

下中幼稚園 ☏43-0612

毎週金曜日 9：00～11：00

報徳幼稚園 ☏37-0585

6/6（月）,21(火）

https://www.city.odawara.kanagawa.jp/field/kosodate/play/karenda1901.html
https://line.me/R/ti/p/%40097jjktj

