
日

　　①13：00 ～　②14：10～

【美つ】 広場　  ① 9：20 ～　 ②10：30 ～

3
【西児】 ちびっこあつまれ 【七児】 正月遊びをしよう 【七支】 お話会

【美児】 　わらべうたあそび・お話会・絵本のよみきかせ

【北児】 　　① 9：20 ～　 ②10：30 ～

要申込(来館・先着順)
10 【西児】 6日・13日・20日　ちびっこあつまれ

【甚支】 絵本の読み聞かせ 【美支】 赤ちゃんとあそぼう 【美支】 お話会 【七支】 ほんわか広場 【七児】 キラキラぶんぶんごま 10:30～　各先着10組

【美つ】 わらべうたあそび 【七児】 コアラ教室 【七支】 わらべうたあそび 【甚支】 わらべうたあそび 【七児】 7日　正月遊びをしよう

【南児】 ちびっこあつまれ 【西児】 ちびっこあつまれ 【七児】 15：00～　先着10人

【西児】 おはなしなあに 【中児】 【美児】 7日・14日・21日　ちびっこあつまれ

【美児】 10:30～　各先着15組

【北児】 【北児】 7日・14日・21日　ちびっこあつまれ

17 10:30～　各先着10組

【七児】 キラキラぶんぶんごま 【美支】 看護師による講話 【甚支】 赤ちゃんとあそぼう 【七児】 【南児】 コアラ教室 【美つ】 12日　わらべうたあそび　

【南児】 ちびっこあつまれ 【中児】 【美支】 わらべうたあそび 【中児】 ①②　各定員4組

【美児】 【西児】 ちびっこあつまれ 【美児】 6日　9：00～　電話にて申込

【北児】 【北児】 【美支】 13日　赤ちゃんとあそぼう　

【中児】 おはなしきこうよ ③④　各定員8組

4日　9：00～　電話にて申込

24/31 【中児】 14日・21日・28日　ちびっこあつまれ

【甚支】 わくわく広場 【美つ】 ふれあい広場 【美支】 にこにこ広場 【美つ】 にこにこベビーデー 【七支】 赤ちゃんとあそぼう 10:30～　各先着10組

【南児】 ちびっこあつまれ 【七児】 14日・21日・28日　ちびっこあつまれ

【西児】 コアラ教室 【七児】 10:30～　各先着10組

【中児】 【七児】 16日　キラキラぶんぶんごま

10:00～　14：00～　各先着10人

【七児】 18日　キラキラぶんぶんごま

15：00～　先着10人

【七支】 15日　ほんわか広場

①②③④　各定員8組

4日　9：00～　電話にて申込

【甚支】 20日　赤ちゃんとあそぼう　

③④　各定員8組

6日　9：00～電話にて申込

【甚支】 25日　わくわく広場
①②③④　各定員8組
8日　9：00～　電話にて申込

【美つ】 26日　ふれあい広場
①②　各定員4組
6日　9：00～　電話にて申込

【美支】 27日　にこにこ広場
①②③④　各定員8組
7日　9：00～　電話にて申込

【美つ】 28日　にこにこベビーデー
③④　各定員4組
6日　9：00～　電話にて申込

【七支】 29日　赤ちゃんとあそぼう　
　　　　　子育て支援センター・つどいの広場 予約制 ③④　各定員8組

　　　　　　① 9：20 ～10：10　　②10：30 ～11：20 12日　9：00～　電話にて申込

　　　　　　③13：00 ～13：50　　④14：10 ～15：00
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休日

　　（わらべうたあそびもします）

  ちびっこあつまれ

休日
 　　ちびっこあつまれ

    コアラ教室
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休日 成人の日
  　ちびっこあつまれ
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11 12 13 14 15

休日

【美支】【甚支】【七支】【美つ】

　ちびっこあつまれ

【児童館】　コアラ教室　10：30

　　          　 ちびっこあつまれ　　10：30

元日

 ①9：20 ～ ②10：30 ～ ③13：00 ～④14：10 ～

【美支】【甚支】【七支】赤ちゃんとあそぼう

4 5 6 7 8 9 　　ベビーデー　 ①13：00 ～　②14：10～

土 行事開始時間
1 2 【美支】【甚支】【七支】　広場　 
金

       月 あま市子育てカレンダー

月 火 水 木

【七支】七宝子育て支援センター ℡442-2420   【中児】甚目寺中央児童館 ℡442-8036    【七児】七宝児童館℡442-2550
【美支】美和子育て支援センター ℡444-7778 【南児】甚目寺南児童館 ℡443-1753    【美児】美和児童館℡443-5454
【甚支】甚目寺子育て支援センター℡444-6663 【北児】甚目寺北児童館 ℡445-1367
【美つ】美和つどいの広場 ℡442-3515   【西児】甚目寺西児童館 ℡442-0083          ＊カレンダー記号

新型コロナウイルス感拡大防止のため変更になる場合あります。

保育園 園庭開放10：00～11：00(雨天：各園要確認）

正 則 15・28日℡444-1529 篠 田 13・27日℡443-0656

聖 徳 22日℡444-7731 萱 津 22日℡442-1884

五 条 20日℡441-5995 大 花 20日℡443-0811

TO³クラブ10：00～11：00
七宝北部 22日℡441-0644        昭 和 18日℡444-5199

萱 津 15日℡442-1884        新居屋 21日℡442-1883

平日夜間・休日診療
問合せ先

海部東部消防署 ℡442-0119

救急医療情報センター ℡263-1133

海部地区急病診療所 ℡0567-25-5210

保健センター 子育て相談９:３０～

《七 宝》 6（水） ℡441-5665

《美 和》 15（金） ℡443-3838

《甚目寺》 18（月） 19（火） ℡443-0005

※詳細は各施設・広報・あま市ＨＰ
(あま・わくわく子育てネット)等で ご
確認ください。

子育てサロン

《七宝公民館》℡444-2511

今月の開催はありません

《甚目寺公民館》℡444-1621

未定 20（水）～22（金) 11:00～14：00

あま市子育て支援課 ℡ 444-3173

図書館 読み聞かせ

《美和図書館》℡449-1070

グー・チョキ・パーのおはなし会 16（土） 14：00～
《七宝公民館 和室》 ℡444-2511

今月の開催はありません
《甚目寺公民館》 ℡444-1621

未定
この本だいすきの会のよみきかせ 16・23・30（土） 14：00～

おどうぐばこのかみしばい 9（土） 14：00～


