
親子制作は「支援室開放」の枠でご利用できます
●制作時間は、滞在時間の半分程度としてください。
●1回のご利用で1種類作ることができます
※デザインは多少変更になる場合があります

　

お問合せ
子育て支援センターわかばほいくえん

080-8426-8936（9：00～12：00　13：00～17：00　土日祝を除く）

wakabasienmember@gmail.com

今月の親子制作

制作中の託児は基本行っていません。

みんなで子どもたちを見守りましょう♪

エコー写真アルバム

フエルトマスコット

その他の制作

マンスリースクラップブッキング

妊娠中の方～参加できます

*持ち物

産院等でもらったエコー写真

の原本またはコピー

*材料費 350円(初回のみ)

表紙＆台紙9枚セット

台紙追加（1枚20円）

毎月毎にA４サイズの紙にお子さんの写真をスク

ラップしてラミネート仕上げします

ご家族や祖父母へのプレゼント用にも♪

*持ち物

お子さんやご家族の写真数枚
たくさん写真を貼りたい場合は

L判のスクエア４・８分割なども

オススメです

*参加費無料

開催日は、毎週火・木（支援室開放時）の午後です

＊参加費無料（募金制）

ランプシェード第2弾

クリスマスのランプシェード

和紙に色付けしたり、クリスマスのチップを貼り付けて

華やかなランプシェードを作ります。

※ランプの色は在庫状況により変更になることがあります

※秋のランプシェードも引き続き作ることができますが、落ち葉

が無くなり次第終了となります

mailto:wakabasienmember@gmail.com


日 時 2022年12月6日（火 ）　 AM9：50～12：00
場 所 スコレーセンター２F和室　受付・託児は隣の資料展示室

講 師 天沼　操　氏（臨床美術士）

対 象
※託児はセンタースタッフが行います

　

定 員 4～5組

参 加 費 500円（材料費等）　

参 加 方 法 事前申込制

過去の造形や託児の様子

子育て支援センター　わかばほいくえん

笛吹市石和町小石和601（清流公園近く）　

　（9：00～12：00/13：00～17：00　土日祝除く）

✉wakabasienmember@gmail.com

未就学児の保護者向け（託児あり）　

※お子さんが既に入園されている場合の
”保護者のみ（託児なし）”の
参加もＯＫです

＊お問合わせ＊

☎080-8426-8936

託児もついています、”おひとりさま時間”をゆったりと過ごしてください😊

五感を使ってアートを楽しもう！

ほっとなアート
美術に苦手意識のある方にこそ参加していただきたい企画です

“アート”ってなんだか難しそう！？上手に作る必要はありません
ほっとなアートは、みんなでおしゃべりを楽しみながら造形を楽しむ時間♪

Faceboo ＨＰLINE
ID：@414cqliy

申込
申込開始 ２０２２.11.18（金）

WEB 9：30～https://airrsv.net/wakabacsc/calendar

電話 13：30～ 080-8426-8936



昨年の様子

【お申込み・問い合わせ】

子育て支援センター わかばほいくえん

TEL 080-8426-8936（土日・祝を除く 9：00～12：00/ 13：00～17：00）

対 象 未就園児とその保護者で、開催前日までに本センターを1回以上

利用したことのある親子

参加費 無料

持ち物等 飲み物、お子さんの身の回りのもの

申込後の連絡は必要に応じて申込時のアドレスにメールでお知らせします

参加方法 要事前申込

申込開始 2022年12月1日（木） ※WEB申込のみです

WEB申込 9時30分～ https://airrsv.net/wakabacsc/calendar

2022年

１２月１５日（木）
スコレーセンター 2F 資料展示室

1部 10：00～

2部 11：15～

3部 13：45～

4部 15：00～

ちっちゃなおともだちと

ママ＆パパでたのしめる

ちいさなクリスマスパー

ティー

子育て支援センターわかばほいくえん



https://forms.gle/1VrewYScxw5WMs64A
2022年 12月 8日（木） 10：30～11：30

場 所 オンライン（ZOOMクラウドミーティング）

対 象 本センターを初めて利用する親子（赤ちゃん～未就園のお子さん）

妊婦さんとそのパートナー参加費 無料

内 容 センターやスタッフの紹介、ぷちイベント体験など

参加方法 事前申込制

申込開始 前の週の金曜日 WEB9：30～ 電話13：30～

WEB https://airrsv.net/wakabacsc/calendar

わかばFirstTime

☀お問い合わせ☀

子育て支援センターわかばほいくえん

☎080-8426-8936

（土日祝を除く平日9～12時、13～17時）

イベントに関する詳しい案

内を、

wakabasienmember@g

mail.com より送信しま

す（開催前日～2日前）

申込から参加までの流れ

申込

登録メールアドレスに

Airリザーブから

受付完了メールが届き

ます

申込完了 直前メールの送信

当日

インスタグラム＠wakabacsc

支援センターってどんなところ？

なにか相談がないと行けないところ？

実際に足を運んで体験してみよう！

ＨＰ LINE

↓センターの普段の様子も掲載♪

Airリザーブに移動します

★申込名は「参加される

お子さん」（妊婦さんはご本人）の



https://forms.gle/1VrewYScxw5WMs64A

今月の開催日

12月19日（月）

わかばたいむ

☀お問い合わせ☀

子育て支援センターわかばほいくえん

☎080-8426-8936

（土日祝を除く平日9～12時、13～17時）

申込

インスタグラム＠wakabacsc

15分のおたのしみのじかん

手あそびやふれあいあそび、読み聞かせなどを楽しみます

ＨＰ LINE

↓センターの普段の様子も掲載♪

Airリザーブに移動します

★申込名は「参加されるお子さん」の名前を入力

参加方法 事前申込制 ※オンライン参加は申込不要です

申込開始 前の週の金曜日

WEB9：30～ 電話13：30～

WEB https://airrsv.net/wakabacsc/calendar

11：00～11：15

15：45～16：00
※当日来所したお子さんの様子で開始時間が変更になる場合もあります

わかばたいむぷらす
今月の開催日、テーマ

12月27日（火） 10：30～11：30
座談会 気になる時事ニュース＆”子育て社会 こうなったらいいのにな”

10：30～10：40 よみきかせ

10：45～11：25 保護者向け座談会 ★

11：25～11：30 パネルシアター ★

※オンライン参加の方は、★部分への参加可能です（オンライン参加のみ予約不要）

使用アプリ：ZOOMクラウドミーティング

ID: 824 2543 3779 パスコード: wakaba

対面＆オンラインのハイブリッド開催！

通常のわかばたいむに「プラス」して、毎月テーマを決めて座談会、講習会を行っています



日時　2022年12月14日（水）

場所　子育て支援センターわかばほいくえん

時間　10時30分～11時

参加方法　事前申込制

子育て支援センターわかばほいくえん　×　石和図書館　コラボ企画

おはなし会
読み聞かせのプロ　司書さんがやってくる♪

石和図書館の司書さんがセンターで、楽しい読み聞かせなどをしてくれます

申込開始 開催前の週の金曜日

WEB 9：30～

https://airrsv.net/wakabacsc/calendar

電話 13：30～ 080-8426-8936



対　象 1歳未満のお子さんとその保護者　
※ご兄弟（未就学児まで）も一緒に参加したい場合は、お問合せください
※市外の親子も参加できます

日　程 毎月第２または第３金曜日　　次回は2022年12月9日（金）

時間 午前の部　受付　10：1510：00受付　10：15スタート（11：30終了予定）
午後の部　14：30受付　14：45スタート（16：00終了予定）
スタート前の15分間で、制作の下準備（例：手形をとる等）や受付を行います
※感染症の状況によっては急遽オンラインに切り替えることもあります

参加費 100円
参加方法

※現在は感染症対策のため

ペットボトルでの提供です

お問合せ・お申込み
子育て支援センターわかばほいくえん

笛吹市石和町小石和601
☎０８０－８４２６－８９３６
9：00～12：00/13：00～17：00 ※土日祝をのぞく

子育てに関する話題を中心に話をしたり、かんたんな親子制作などを楽しみます
(内容は毎月変わります)

後半はゆったりとした雰囲気の中での交流会も💛

少人数制で開催していますので、初めての方も気軽にご参加ください^-^　
　　

※スケジュールの都合で変更になる場合もありますので、
ホームページまたはＦａｃｅｂｏｏｋでご確認ください

事前申込制
申込開始　開催前の週の金曜日
　　　　　　　WEB　9：30～　
　　　　　　　https://airrsv.net/wakabacsc/calendar
　　　　　　　電話　13：30～　080-8426-8936

本園主幹保育教諭

による子育ての話も♪

（年４回）

“ホッ”とひと息

ティータイム☕

手・足形アート

ＨＰLINE

12月はちょこっとクリスマス♪



毎月第1又は2 火曜日 開催
※月により日程が変更になる場合がありますのでSNS等に掲載の月間予定表をご確認ください

次回 202２年12月6日（火）ｐｍ2：30～3：30

場 所 子育て支援センターわかばほいくえん（山梨県笛吹市石和町小石和601）

対 象 妊娠後期の妊婦さん（パートナーもOK）3組程度でこじんまりと開催♪

初めてプレペアcafeに参加される方優先

（妊娠後期でない妊婦さんも参加可能ですのでお問合せください）

※本イベントが2回目以降の方はキャンセル待ちの枠を作成したので、

そちらにお申込みください

参加費 100円

参加方法 事前申込制 WEB https://airrsv.net/wakabacsc/calendar

前の週の金曜日から 申込開始 WEB 9：30～ 電話13：30～

プレペア…preparation of parenting（子育ての準備♪）

プレペアcafe

☀お問い合わせ☀

子育て支援センターわかばほいくえん

☎080-8426-8936

必要に応じて、申込時に登

録したメールアドレスに連

絡がいくことがあります。

注）フィルターをかけてい

る場合gmail.comを解除し

ておいてください

申込から参加までの流れ

申込

お申込み後すぐ、Airリザー

ブから受付確認のメールが

配信されます
注）フィルターをかけている場

合airreserve.net
を解除しておいてください

数時間経っても自動配信メール

が届かない場合は、センターま

でお問合せください

Airリザーブのカレンダー

にとびますので、日にちから

選択してください

★申込名は「参加される

ご本人」の名前を入力

受付確認 確認メールの送信

当日

マタニティフォトを撮ったり、病院でもらったエコー写真

のスクラップブッキングをします♪

支援センターってどんなところ？と思っている

妊婦さんにもオススメのイベントです

ＨＰ LINE インスタグラム＠wakabacsc

↓センターの普段の様子も掲載♪



202２年12月26日（月）

午前の部 10：30～11：15

午後の部 15：00～15：45

※前半15分は親子写真を撮ったりたんじょう会の準備をします。

内 容 記念カード作り、パネルシアターなど

場 所 子育て支援センターわかばほいくえん（山梨県笛吹市石和町小石和601）

対 象 当月生まれの未就園のお子さん

(申込時に苗字の前にお子さんの誕生日を入力してください）

参加費 無料

参加方法 事前申込制 WEB https://airrsv.net/wakabacsc/calendar

前の週の金曜日から 申込開始 WEB 9：30～ 電話13：30～

※誕生月でない場合は、一旦キャンセル待ちとなりますので、電話でお問合せください

※たんじょう会に参加する親子は午前は10：00～11：45、

午後は14：00～16：00の間 支援室で遊ぶことができます

☀お問い合わせ☀

子育て支援センターわかばほいくえん

☎080-8426-8936

必要に応じて、申込時に登

録したメールアドレスに連

絡がいくことがあります。

注）フィルターをかけてい

る場合gmail.comを解除し

ておいてください

申込から参加までの流れ

申込

お申込み後すぐ、Airリザー

ブから受付確認のメールが

配信されます
注）フィルターをかけている場

合airreserve.net
を解除しておいてください

数時間経っても自動配信メール

が届かない場合は、センターま

でお問合せください

Airリザーブのカレンダー

にとびますので、日にちから

選択してください

★申込名は「参加される

お子さん」の名前を入力

受付確認 確認メールの送信

当日

ＨＰ LINE インスタグラム＠wakabacsc

↓センターの普段の様子も掲載♪

おたんじょう会



※掲載している写真はこれまでのわかばひろばの様子です

みんなであそぼう

2022年 12月22日（木）
午前の部 10：00～12：00

午後の部 13：30～15：30

内容 かんたんな季節の製作や手・足型アート、運動あそび、読み聞かせ、

みんなで子育てグループワークなど毎月色々な内容で楽しみます♪

場所 スコレーセンター2階 資料展示室

山梨県笛吹市石和町広瀬626番地1

対象 未就学児とその保護者

参加費 無料

出張支援

わかばひろば

参加の際のお願い等

・時間内であればいつ来て帰ってもOKです

・制作を希望する場合は 終了1時間前までにお越しください

・2部両方へのお申込みはご遠慮ください

・各回後半には読み聞かせや交流あそびを予定しています♪

・写真・動画の撮影、録音は禁止です

☀お問い合わせ☀

子育て支援センターわかばほいくえん

☎080-8426-8936

（土日祝を除く
インスタグラム＠wakabacsc

ＨＰ LINE

↓センターの普段の様子も掲載♪

参加方法 事前申込制

前の週の金曜日から

WEB9：30～ 電話13：30～

WEB https://airrsv.net/wakabacsc/calendar

今月は

お正月用”張り子のミニだるま”

を制作予定です♪



ランチ風景

202２年12月2日（金）10：30～12：30 雨天中止

昼食は11：45くらいから食べる予定です

集合場所 博物館芝生広場（スタッフが大きいブルーシートを敷いて待ってます♪）

内 容 おさんぽ、どんぐり拾い、しゃぼん玉 など

場 所 山梨県立博物館 山梨県笛吹市御坂町成田1501-1

現地集合、現地解散です

※時間内であればいつ来て帰ってもOK!

対 象 未就学のお子さんと保護者

参加費 無料

持ち物 帽子、虫除け、飲み物

お昼ごはん（希望者のみ）＆レジャーシート

参加方法 事前申込制 WEB https://airrsv.net/wakabacsc/calendar

前の週の金曜日から 申込開始 WEB 9：30～ 電話13：30～

※雨天、荒天による中止連絡は当日朝9時30分まではメール、それ以降は電話でします

※お昼ご飯は希望者のみ持ってきてください。距離をとってそれぞれのシートの上で食べます。

（当日のお弁当やお菓子交換はご遠慮ください）

※三輪車、ペダルなし自転車などの持ち込みはご遠慮ください

☀お問い合わせ☀

子育て支援センターわかばほいくえん

☎080-8426-8936
ＨＰ LINE インスタグラム＠wakabacsc

↓センターの普段の様子も掲載♪

おさんぽ博物館



センターをみんなでピカピカにしちゃおう！
大人だけの参加もＯＫ！　

終了後はちょっぴりお楽しみも！？エプロンをお持ちください
手袋やぞうきん等はセンターで用意します

【お申込み・問い合わせ】

子育て支援センター わかばほいくえん

TEL 080-8426-8936（土日・祝を除く 9：00～12：00/ 13：00～17：00）

対 象 本センターを利用したことのある親子、子育て中の保護者

持ち物等 エプロン（おとな）

参加方法 要事前申込

申込開始 2022年12月23日（金）
WEB申込 9時30分～ https://airrsv.net/wakabacsc/calendar

2022年１２月２８日（水）

10：30～11：30

子育て支援センターわかばほいくえん


