
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   月 火 水 木 金 土 

     1  開放 2  開放 3   開放  4  開放   

6   開放 7   開放 8  開放 

 

9  開放  10  開放 11 開放 

13  開放        14  開放 15  開放 16  開放 17  開放 18  開放 

20 開放     21  お休み 22  開放 23  開放 

 

24   開放 25   開放 

27 開放 28 開放 29 開放 30 開放 

 

31 開放 

 

 

 

新開子育て支援センター ＣＨＵＣＨＵ   令和 5 年 3月 1 日発行 

10:30～1200 

 家計簿セミナー 

３月になりました。今年度もたくさんのご利用ありがとうございました。CHUCHU で出会ったお子さんの 

成長を、保護者の方と一緒にそばで感じることができ、職員一同うれしく思います。 

４月からも気分新たに、充実したセンターになるよう頑張ります。来年度もよろしくお願いいたします。 

お誕生日会  読み聞かせ・手遊び等でお祝いしたあと 

メダルをプレゼントします。 

お絵かきタイム 翌月にお部屋に飾る作品を作ります 

        ※未就園児の方を優先させて頂きます 

         

＊開放時間 10:00～12:00／13:00～16:00 

イベント・子育てサークルは裏面をご覧ください           

 

「玄関横」「正面向かい」 

「第 2 駐車場看板前のみ 5 台」 

「きら☆きら保育園駐車場」 

 をご利用ください。 

土曜日は混み合う場合が 

ございます。 

＊駐車場のご案内＊ 

＊＊おゆうぎ室利用についてのお願い＊＊ 

おゆうぎ室で遊ぶ方は上靴をご持参ください。 

土曜日・春休みは学童が使用するため、利用できない時間もあります。 

  

移動パン屋「ゆめ工房」さんが、11:00 ごろから 

パンを販売されます ※館内での飲食はできません          

 

元気が出る子育クラブ 

（福米西校区） 

14:00～16:00 

《お絵かきタイム》 

10:30～12:00 
《家計簿セミナー》 

10:50～11:10 

*お誕生日会 

なかよしクラブ 
（福生東校区） 

13:00～16:00 
《よちよちタイム》 

13:00～16:00 
《よちよちタイム》 

13:00～16:00 
《よちよちタイム》 

13:00～16:00 
《よちよちタイム》 

13:00～16:00 
《よちよちタイム》 

14:00～16:00 

《お絵かきタイム》 

10:50～11:10 
*お誕生日会 

園行事の為、遊戯室は使えません 
 

 

 

新開子育て支援センターCHUCHU 
住所：米子市新開 6-11-16 子育て情報ステーション CHUCH 内 
TEL：33-4122 
ホームページ：http//egaosupport.chu.jp/ 

〇開放日：月曜日～土曜日  ※日・祝日・年末年始休館 

〇開放時間：10:00～12:00／13:00～16:00 

 ※12:00～13:00 は清掃・消毒等のため、閉館いたします。 

 

   

子育て支援センターご利用の皆様へ 

 
新型コロナウィルス感染防止対策として、ご利用に際し下記の 

点にご協力下さい。 

〇午前中は１時間・午後１時間半までのご利用をお願いします。 

〇幼稚園・保育園が休園中（該当のクラスに在籍）の方と 

 そのご家族はご利用できません。 

〇過去 10 日以内に、新型コロナウイルス感染者と濃厚接触の 

あった方はご利用できません。 

 米子市内の子育て支援センターは新型コロナウィルス 

感染拡大防止対策のため、利用組数を制限しております。 

米子市のホーム ページにて混雑状況を随時更新して 

おりますので、子育て支援センターに お出かけの際は 

ぜひ、ご確認の上お越しください。 

混雑状況はこちらのＱＲコードからアクセスできます！ 

 

ぱんだクラブ 
（福米東校区） 

＊すきっぷタイム＊ 
   お別れ会 

 

＊すきっぷタイム＊ 
   お別れ会 

 

子育てサークル 各公民館で行われます     

        

  

※24 日（金）～4月 7日（金）
まで使用できるお部屋は 1 部屋 
のみになります 

よちよちタイム おおむね 1 才児未満が対象のお時間です           

14:30 ごろから、絵本・手遊びをします           



 

 

   

今年度も、コロナに気を付けながらの活動でしたが 

そのような中でもたくさんの思い出ができました。 

民生委員の方々にも大変にお世話になりました。 

サークルの皆さんありがとうございました！ 

 

 

 

 

   

地域子育てサークルのご案内 

 

 

   

〇福生東（なかよしクラブ） 

  7 日㈬10:00～ 

〇福米西（元気が出る子育てクラブ）  

14 日㈫10:30～ 

〇福米東（パンダクラブ）  

 23 日㈭10:20～ 

〇福生西（にしっこクラブ） 

  3 月はお休みです 

☆各サークルとも、それぞれの公民館で活動されます。 

☆各サークルでは、定例会のほか、自主活動も行って 

おられます。 

詳しくはセンター職員にお聞きください。 

 

日時：3 月 22 日（水） 

10:30～12:00   

定員：3 組 

＊家計簿セミナー＊ 

ファイナンシャルプランナーの先生による講座です。 

日々の生活費・車やお家の購入・教育費など、お金 

についてお勉強してみませんか？ 

※玩具を用意した部屋で行います。 

職員がつきますのでお子さんも同席して頂けます。 

新開子育て支援センターCHUCHU では、福生西（にしっこクラブ）、福米西（元気が出る子育てクラブ）、 

福生東（なかよしクラブ）、福米東（パンダクラブ）の月 1回の定例会に出向き、サークル支援をしています。

主な活動場所は各公民館です。4 サークルの年間予定・入会案内等、センターにも掲示しておりますので 

ご覧下さい。メンバーは随時募集しておりますので、興味のある方はセンター職員にお声かけ下さい。 

 

日時：3 月 1３日（月）～３月 24 日（金）まで 

   ※ご希望の方は職員にお声かけください 

 

＊手形カードプレゼント＊ 

４月から保育園・幼稚園に入園されるお子さん 

に手形カードをプレゼントいたします。 

成長の記念・CHUCHU の思い出にぜひご参加ください！ 

 

 

＊移動パン屋さんのご紹介＊ 

月２回、伯耆町『ゆめ工房』のパン屋さん 

が来られます。ぜひご利用ください。 

第一・第三水曜日 11:00～11:30 頃  

 ※館内で水分補給以外の飲食はできません。 
 購入されたパンは、お持ち帰りいただきますようお願い致します。 

3 月の定例会 

に し っ こ ク ラ ブ

 

元気が出る子育てクラブ 

 

 

   

紙皿とお花紙で可愛い雛飾りを 

作ります。お子さんお一人につき 

1 個作れますので職員に 

お声かけ下さい。 

※混み合っている場合はお待ち頂くことがあります。 

 

＊今月の工作＊ 

～ゆらゆらひな人形～ 

 

なかよしクラブ 

 

 
4 月から入園される 
お友達のお別れ会を 
します♪ 

 

 

   

当支援センターは、保育園・学童保育と 

の複合施設です。混雑する時間帯もあり、 

皆様にはご不便をおかけしております。 

職員も危険がないよう見守らせて頂いておりますが、 

お子さんが、小学生やお迎えの車との接触でケガを 

されるケースも考えられます。廊下・駐車場などでは、

必ず保護者の方とご一緒に移動して頂きますよう 

お願いいたします。 

 

 

 

＊お願い＊ 

ぱ ん だ ク ラ ブ

 

な か よ し ク ラ ブ

 

 

日時：3 月 15 日（水）①10:30～11:00  定員 6 組 

3 月 16 日（木）②10:30～11:00  定員 6 組 

   ※２回にわけて同じ内容で行います。 

※参加ご希望の方は 3/1～14 日の間 

来所にてお申込みください 

＊にこ☆にこタイム＊ 

～すきっぷタイム～ 

４月から保育園・幼稚園に入園されるお子さんの 

お別れ会をします。春を感じるお楽しみをします♪ 

※4 月から入園されるお子さんには、手形カードを 

 プレゼントいたします。 

※上記のカードと同じものになります 

＊お願い＊ 

 


