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開館：月曜日～金曜日 ９時～１５時 どの地域にお住まいの方でも利用できます。

※初めて来館された時には利用者登録が必要になります。（一家族２００円 保険料）
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まだまだ日中は暑いですが、朝晩は少し過ごしやすくなってきました。

季節の変化により気温も変わり、体調を崩しやすかったり疲れが出やすかったりします。

食事や睡眠、排泄など改めて確認して心も体も健康的に過ごせるようにしていきましょう！

何かお困りの時は、いつでも相談してくださいね。

ホームページ

おやこで☆あっぷっぷ 限定 5組

9月9日（金） 10:30～

ハイハイコンテスト 11：00～

9月の予定 完全予約制(時間が変更になります)

・ランチ＆離乳食相談

★完全予約制 ★軽食程度

離乳食相談もできますのでお気軽にどうぞ！

黙食にご協力をお願いします。

③13：00～14：30

②10：30～11：50①9：00～10：20

自由来館前にオンラインからの予約をお願いします

12：00～12：30 (月・火・金)

(2組予約制)

各3組ずつ

(初めての方は電話またはLINEにてお問い合わせください)

※感染状況によっては人数・時間等の

変更や中止になる場合があります。

ベビーマッサージ

ママにたくさん

触れてもらって

嬉しくて気持ちいいね～♪

ベビービクス

マタニティビクス

子どもがいる家庭向け防災グッズリスト

月齢や悩みに合わせた

エクササイズ！

ニコニコ笑顔～★

ふたごちゃん＆みつごちゃん

9月30日（金）10：30～

多胎児の妊娠中の方も

ぜひ、ご参加ください

非常時に備えぜひチェックしてくださいね！！

□ おむつ(おむつが外れていても下着を汚さないために使えるので便利)

□ おしりふき(おしり拭き以外にも使えるのでとっても便利)

□ 粉ミルク(最低でも三日分、余裕があれば一週間分あると安心)

□ 離乳食(ミルク同様、小さなお子様の食事となるので必要)

□ おやつ(好きなお菓子を食べることで心が落ち着くこともあります)

□ おもちゃ(これも子どもの気持ちを落ち着かせるためにあるとよい)

□ 冷えピタ(急激な環境変化で体調を崩したりした時に便利)

□ 母子手帳のコピー(緊急時に先生に診てもらう上で便利)

助産師さん相談日＆おしゃべり

9月26日（月）

おしゃべり 10:00～ 限定3組

個別相談 11：15～ 限定1組

ベビーマッサージ 限定 各3組

9月12日（月）①10:00～

②11：15～

10

8月の様子

お産に向けての

体づくり。

汗を流します！！

□ スプーンなど(忘れがちですがとても大切)

□ カイロ(夏場でも離乳食の温めに使えるので便利)

□ バスタオル(子どもをくるめるなどあると便利)

□ ストレート果汁ジュース(糖分補給としてあるとよい)

□ さらし

(ロープ、止血、マスク、よだれかけなど様々用途に使える)

□ 輪ゴム(何かをつなげたり止める時に便利)

参考資料：子供のいる家庭で備えたい防災グッズリスト | ピントル (pintoru.com)

川辺先生座談会 限定10組

9月13日（金）10：00～

「親ばなれと赤ちゃん返り」

ゴミ減量＆リサイクル 限定 10組

9月29日（木）①10:30～11：30

こどもの未来を考える環境講座!!

※こどもたちの大好きなゴミ収集車が来るよ

※最低限の備えをしておきましょう！！



年間予定
マタニティビクス〈ＭＢ〉(ZOOM 可)

妊娠中の運動はお産にもこれからの子育てにも

役立ちます。運動後は親子でストレッチ。

毎週月曜日 10：50～メディカルチェック(月2回)

11：00～12：00

参加料：300円 託児あり(有料)

※予約制になります！！

産前・産後ストレッチ
妊娠生活を快適に過ごすためにお産に向けてのからだ

づくり＆マッサージです。運動後は親子でストレッチ。

毎週木曜日 12：30～13：15 (産後4ヶ月までのママ)

13：00～13：45 (妊娠13w以降の妊婦さん)

参加料：300円 託児あり(有料)

※予約制になります！！

ママの運動プログラム〈ママプロ〉
産後ダイエット、体力アップ、腰痛・肩こり解消のための

筋トレ＆ストレッチです。運動後は子どもとのスキンシッ

プでリラックスしましょう。

毎週火曜日 12：45～13：30

参加費・託児費：無料 ※予約制になります！！

赤ちゃんのわらべうた＆絵本の時間

赤ちゃんはママの声が大好き！絵本とわらべうたで

スキンシップをとりましょう。子育てナビ付き。

毎月2回 月曜日 10：30～11：15

対象：0才からの乳幼児と保護者

ベビーマッサージ＆おしゃべりタイム
親子のスキンシップ、免疫力アップ、リラックス効果などに

効果的です。ベビーマッサージをしながらお悩み相談も☆

毎月第2月曜日 10：15～11：00

助産師さんおしゃべり＆相談日
助産師さんに色々相談できる日です。

毎月第4月曜日 おしゃべり①10：00～11：00 3組

相談 ②11：15～12：00 1組

※完全予約制になります！！

ベビービクス(生後5～7ヶ月)
月齢や悩みに合わせたエクササイズをします。

※個別に対応しますので、関心のある方はスタッフに

お声かけください。

詳細はあっぷっぷだより

または

ＨＰのカレンダーで

ご確認ください★

すてっぷ・あっぷる

基本理念

「子育て・親育ち」
「子育て・親育ちをキーワードに子育て中の

親子や将来親になる人たち、地域で子育て

に関わっている人たちがみんないっしょに

自信をもって楽しく子育てできる

ような環境作りを

応援していきます！！

おやこで☆あっぷっぷ
親子ふれあいあそびや、わらべうた、絵本の読み聞かせ

などみんなであそびます。

毎月第2金曜日 10：30～11：00

対象：10ヶ月～のお子さんと保護者

ハイハイコンテスト
ハイハイ時期の記念に是非参加してくださいね！

（優勝者には写真付きプレゼントあり）

毎月第2金曜日 11：00～

大型遊具であそぼう

第4金曜日 10：00～12：00

広いお部屋でおもいっきり遊ぼう！

ちびっこおはなし会＆三世代交流会
おやこであっぷっぷ★コラボ★絵本くらぶ

ママとお友達も、孫育て中のおじいちゃん、おばあ

ちゃんも、みんなで絵本とわらべうたを楽しもう！

未定

川辺先生と子育て座談会
カウンセラーの川辺修作先生を囲んで

子育てのヒントや悩みを話し合いましょう。

10：00～11：30

9/13、11/22、2/14 予定

一時預り★あっぷるはうす

病院に行きたい、ゆっくり休みたい、たまにはゆっくり

ランチしたい・・・理由は問いません。

気軽にご利用ください！

月～金 9：00～15：00（時間外要相談）

500円/1時間 ※詳細はチラシにて！！

食育講座

甲州市栄養士さんによる離乳食教室

栄養相談（アイクレオ）

9/5、11/21、2/20 予定

※全ての講座は

予約制、人数制限とさせていただきます。

非常時に備えぜひチェックしてくださいね！！


