
H22年度 ゆめきゃんぱすの独自事業紹介
さまざまな講座も託児を用意していますのでご参加ください

無料の講座

ゆめきゃんゆめきゃんゆめきゃんゆめきゃん相談室相談室相談室相談室
子どももお花と同じように、育てやすさと育てにくさがあります。あなたの力不足ではありません。

１人で悩んでいませんか？専門の先生が相談にのりますので、安心してご相談ください。

保護者・各指導員・保育士・教員どなたでも相談できます。

出張や下記時間外での相談も可能ですので、まずは、ご連絡ください。

日日日日 時：毎月時：毎月時：毎月時：毎月 第３金曜日第３金曜日第３金曜日第３金曜日 10101010～～～～12121212時（予約制）時（予約制）時（予約制）時（予約制）

２年に１度しかありませんのでお見逃しなく２年に１度しかありませんのでお見逃しなく２年に１度しかありませんのでお見逃しなく２年に１度しかありませんのでお見逃しなく

子育子育子育子育てサポーターてサポーターてサポーターてサポーター養成講座養成講座養成講座養成講座

子育てに関心のある方、子どもが好きな方、定年後に「何かやれることはないかな」

と思っている方、一緒に学んで子育て家庭の応援団になりませんか？

7回講座を終了された方には終了証が発行されます。

参加費の必要な講座

日日日日 時時時時 ：：：： 6666月月月月1111・・・・8888・・・・15151515・・・・22222222・・・・29292929日日日日 7777月月月月6666・・・・13131313日日日日

毎週火曜日毎週火曜日毎週火曜日毎週火曜日 10101010：：：：00000000～～～～12121212：：：：00000000

内内内内 容容容容 ：：：： 普通救急講座・子どもの発育のポイントなど普通救急講座・子どもの発育のポイントなど普通救急講座・子どもの発育のポイントなど普通救急講座・子どもの発育のポイントなど

あんしんあんしんあんしんあんしん！！！！あんぜんあんぜんあんぜんあんぜん！！！！おおおお家家家家ごはんごはんごはんごはん
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さまざまな講座も託児を用意していますのでご参加ください

無料の講座

ゆめきゃんゆめきゃんゆめきゃんゆめきゃん相談室相談室相談室相談室
子どももお花と同じように、育てやすさと育てにくさがあります。あなたの力不足ではありません。

１人で悩んでいませんか？専門の先生が相談にのりますので、安心してご相談ください。

保護者・各指導員・保育士・教員どなたでも相談できます。

出張や下記時間外での相談も可能ですので、まずは、ご連絡ください。

日日日日 時：毎月時：毎月時：毎月時：毎月 第３金曜日第３金曜日第３金曜日第３金曜日 10101010～～～～12121212時（予約制）時（予約制）時（予約制）時（予約制）

会会会会 場：ゆめきゃんぱす相談室場：ゆめきゃんぱす相談室場：ゆめきゃんぱす相談室場：ゆめきゃんぱす相談室

（妙高市中町いきいきプラザ３（妙高市中町いきいきプラザ３（妙高市中町いきいきプラザ３（妙高市中町いきいきプラザ３FFFF））））

相談員：中屋相談員：中屋相談員：中屋相談員：中屋 万里子さん万里子さん万里子さん万里子さん

（障害者相談支援センター・相談支援専門員）（障害者相談支援センター・相談支援専門員）（障害者相談支援センター・相談支援専門員）（障害者相談支援センター・相談支援専門員）

中央子育中央子育中央子育中央子育てててて広場広場広場広場でででで ママママママママ～～～～ずずずず体操体操体操体操をををを始始始始めますめますめますめます
（（（（おばあちゃんもおじいちゃんもごおばあちゃんもおじいちゃんもごおばあちゃんもおじいちゃんもごおばあちゃんもおじいちゃんもご一緒一緒一緒一緒にににに））））

ママもパパもおばあちゃんも、おじいちゃんも・・・

肩こり・腰痛・骨盤のゆがみはありませんか？

中央子育て広場では毎日、ちびっこ向けに体操をしていますが、

２年に１度しかありませんのでお見逃しなく２年に１度しかありませんのでお見逃しなく２年に１度しかありませんのでお見逃しなく２年に１度しかありませんのでお見逃しなく

子育子育子育子育てサポーターてサポーターてサポーターてサポーター養成講座養成講座養成講座養成講座

子育てに関心のある方、子どもが好きな方、定年後に「何かやれることはないかな」

と思っている方、一緒に学んで子育て家庭の応援団になりませんか？

7回講座を終了された方には終了証が発行されます。

参加費の必要な講座

日日日日 時時時時 ：：：： 6666月月月月1111・・・・8888・・・・15151515・・・・22222222・・・・29292929日日日日 7777月月月月6666・・・・13131313日日日日

毎週火曜日毎週火曜日毎週火曜日毎週火曜日 10101010：：：：00000000～～～～12121212：：：：00000000

内内内内 容容容容 ：：：： 普通救急講座・子どもの発育のポイントなど普通救急講座・子どもの発育のポイントなど普通救急講座・子どもの発育のポイントなど普通救急講座・子どもの発育のポイントなど

あんしんあんしんあんしんあんしん！！！！あんぜんあんぜんあんぜんあんぜん！！！！おおおお家家家家ごはんごはんごはんごはん

～～～～身近な材料で気どらない料理を作りましょう～
最初は知らない人同士の集まりですが、講座が終了する頃はみ～んなお友達になります。

年齢はそれぞれですが、それもまた楽しいものです。

日日日日 時時時時 ：：：： 6/176/176/176/17・・・・7/157/157/157/15・・・・8/198/198/198/19・・・・9/169/169/169/16・・・・10/2110/2110/2110/21・・・・11/1811/1811/1811/18・・・・12/1612/1612/1612/16

10101010：：：：00000000～～～～12121212：：：：00000000

場場場場 所所所所 ：：：： ふれあい会館ふれあい会館ふれあい会館ふれあい会館2F2F2F2F調理室調理室調理室調理室

参加費参加費参加費参加費 ：：：： 7777回全コース回全コース回全コース回全コース…5000…5000…5000…5000円、円、円、円、1111回のみ回のみ回のみ回のみ…1,000…1,000…1,000…1,000円円円円

ママの手は魔法の手 手作手作手作手作りゆめりゆめりゆめりゆめ講座講座講座講座

ママにさすってもらえば、痛いところも治っちゃう！！ママの手作り、自慢しちゃう！！
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出張や下記時間外での相談も可能ですので、まずは、ご連絡ください。

日日日日 時：毎月時：毎月時：毎月時：毎月 第３金曜日第３金曜日第３金曜日第３金曜日 10101010～～～～12121212時（予約制）時（予約制）時（予約制）時（予約制）

会会会会 場：ゆめきゃんぱす相談室場：ゆめきゃんぱす相談室場：ゆめきゃんぱす相談室場：ゆめきゃんぱす相談室

（妙高市中町いきいきプラザ３（妙高市中町いきいきプラザ３（妙高市中町いきいきプラザ３（妙高市中町いきいきプラザ３FFFF））））

相談員：中屋相談員：中屋相談員：中屋相談員：中屋 万里子さん万里子さん万里子さん万里子さん

（障害者相談支援センター・相談支援専門員）（障害者相談支援センター・相談支援専門員）（障害者相談支援センター・相談支援専門員）（障害者相談支援センター・相談支援専門員）

中央子育中央子育中央子育中央子育てててて広場広場広場広場でででで ママママママママ～～～～ずずずず体操体操体操体操をををを始始始始めますめますめますめます
（（（（おばあちゃんもおじいちゃんもごおばあちゃんもおじいちゃんもごおばあちゃんもおじいちゃんもごおばあちゃんもおじいちゃんもご一緒一緒一緒一緒にににに））））

ママもパパもおばあちゃんも、おじいちゃんも・・・

肩こり・腰痛・骨盤のゆがみはありませんか？

中央子育て広場では毎日、ちびっこ向けに体操をしていますが、

4月から大人向けの体操も行います。

楽しみながら リラックスもして、その上・・・体もほぐしましょう！

日日日日 時時時時 ：：：： ４月～６月まで４月～６月まで４月～６月まで４月～６月まで 毎月毎月毎月毎月 第２・４木曜日第２・４木曜日第２・４木曜日第２・４木曜日 11111111時～時～時～時～

場場場場 所所所所 ：：：： 中央子育て広場中央子育て広場中央子育て広場中央子育て広場

講講講講 師師師師 ：：：： 永井永井永井永井 綾子さん綾子さん綾子さん綾子さん

（信州大学非常勤講師・バレエ・ヒップホップ・ジャズ（信州大学非常勤講師・バレエ・ヒップホップ・ジャズ（信州大学非常勤講師・バレエ・ヒップホップ・ジャズ（信州大学非常勤講師・バレエ・ヒップホップ・ジャズ

の指導にあたる。の指導にあたる。の指導にあたる。の指導にあたる。

4444歳・歳・歳・歳・2222歳・歳・歳・歳・0000歳の子育て真っ最中のママです。歳の子育て真っ最中のママです。歳の子育て真っ最中のママです。歳の子育て真っ最中のママです。

「ママのメイクボディー講座」は人気です）「ママのメイクボディー講座」は人気です）「ママのメイクボディー講座」は人気です）「ママのメイクボディー講座」は人気です）

２年に１度しかありませんのでお見逃しなく２年に１度しかありませんのでお見逃しなく２年に１度しかありませんのでお見逃しなく２年に１度しかありませんのでお見逃しなく

子育子育子育子育てサポーターてサポーターてサポーターてサポーター養成講座養成講座養成講座養成講座

子育てに関心のある方、子どもが好きな方、定年後に「何かやれることはないかな」

と思っている方、一緒に学んで子育て家庭の応援団になりませんか？

7回講座を終了された方には終了証が発行されます。

参加費の必要な講座

日日日日 時時時時 ：：：： 6666月月月月1111・・・・8888・・・・15151515・・・・22222222・・・・29292929日日日日 7777月月月月6666・・・・13131313日日日日

毎週火曜日毎週火曜日毎週火曜日毎週火曜日 10101010：：：：00000000～～～～12121212：：：：00000000

内内内内 容容容容 ：：：： 普通救急講座・子どもの発育のポイントなど普通救急講座・子どもの発育のポイントなど普通救急講座・子どもの発育のポイントなど普通救急講座・子どもの発育のポイントなど

あんしんあんしんあんしんあんしん！！！！あんぜんあんぜんあんぜんあんぜん！！！！おおおお家家家家ごはんごはんごはんごはん

～～～～身近な材料で気どらない料理を作りましょう～
最初は知らない人同士の集まりですが、講座が終了する頃はみ～んなお友達になります。

年齢はそれぞれですが、それもまた楽しいものです。

日日日日 時時時時 ：：：： 6/176/176/176/17・・・・7/157/157/157/15・・・・8/198/198/198/19・・・・9/169/169/169/16・・・・10/2110/2110/2110/21・・・・11/1811/1811/1811/18・・・・12/1612/1612/1612/16

10101010：：：：00000000～～～～12121212：：：：00000000

場場場場 所所所所 ：：：： ふれあい会館ふれあい会館ふれあい会館ふれあい会館2F2F2F2F調理室調理室調理室調理室

参加費参加費参加費参加費 ：：：： 7777回全コース回全コース回全コース回全コース…5000…5000…5000…5000円、円、円、円、1111回のみ回のみ回のみ回のみ…1,000…1,000…1,000…1,000円円円円

ママの手は魔法の手 手作手作手作手作りゆめりゆめりゆめりゆめ講座講座講座講座

ママにさすってもらえば、痛いところも治っちゃう！！ママの手作り、自慢しちゃう！！

そんなママの手を使った講座を開設します。

講座の先生は、ママやパパ！みんな、結構なんでもできる力を持ってます。

２１年度は、この講座をきっかけに仕事を始めた方もいました。

ぜひ、少し出来るを教えてください。

▶▶▶▶ 毎月１回毎月１回毎月１回毎月１回 講師ママさんの希望日に講座をします。講師ママさんの希望日に講座をします。講師ママさんの希望日に講座をします。講師ママさんの希望日に講座をします。

身近なゆめきゃんぱすスタッフに「こんな講座はどうかし身近なゆめきゃんぱすスタッフに「こんな講座はどうかし身近なゆめきゃんぱすスタッフに「こんな講座はどうかし身近なゆめきゃんぱすスタッフに「こんな講座はどうかし

ら？」と出来ることやしたいことをお話下さい。ら？」と出来ることやしたいことをお話下さい。ら？」と出来ることやしたいことをお話下さい。ら？」と出来ることやしたいことをお話下さい。

▶▶▶▶ ママの経歴は問いません（ママ暦２０年もママの経歴は問いません（ママ暦２０年もママの経歴は問いません（ママ暦２０年もママの経歴は問いません（ママ暦２０年もOKOKOKOK）生徒も）生徒も）生徒も）生徒もOKOKOKOK

▶▶▶▶ 今までの講座：フェルトスイーツ・デジカメ・着付け・今までの講座：フェルトスイーツ・デジカメ・着付け・今までの講座：フェルトスイーツ・デジカメ・着付け・今までの講座：フェルトスイーツ・デジカメ・着付け・

キャラ弁作り・お菓子作り・アロマ・メイクキャラ弁作り・お菓子作り・アロマ・メイクキャラ弁作り・お菓子作り・アロマ・メイクキャラ弁作り・お菓子作り・アロマ・メイク
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無料の講座

ゆめきゃんゆめきゃんゆめきゃんゆめきゃん相談室相談室相談室相談室
子どももお花と同じように、育てやすさと育てにくさがあります。あなたの力不足ではありません。

１人で悩んでいませんか？専門の先生が相談にのりますので、安心してご相談ください。

保護者・各指導員・保育士・教員どなたでも相談できます。

出張や下記時間外での相談も可能ですので、まずは、ご連絡ください。

日日日日 時：毎月時：毎月時：毎月時：毎月 第３金曜日第３金曜日第３金曜日第３金曜日 10101010～～～～12121212時（予約制）時（予約制）時（予約制）時（予約制）

会会会会 場：ゆめきゃんぱす相談室場：ゆめきゃんぱす相談室場：ゆめきゃんぱす相談室場：ゆめきゃんぱす相談室

（妙高市中町いきいきプラザ３（妙高市中町いきいきプラザ３（妙高市中町いきいきプラザ３（妙高市中町いきいきプラザ３FFFF））））

相談員：中屋相談員：中屋相談員：中屋相談員：中屋 万里子さん万里子さん万里子さん万里子さん

（障害者相談支援センター・相談支援専門員）（障害者相談支援センター・相談支援専門員）（障害者相談支援センター・相談支援専門員）（障害者相談支援センター・相談支援専門員）

中央子育中央子育中央子育中央子育てててて広場広場広場広場でででで ママママママママ～～～～ずずずず体操体操体操体操をををを始始始始めますめますめますめます
（（（（おばあちゃんもおじいちゃんもごおばあちゃんもおじいちゃんもごおばあちゃんもおじいちゃんもごおばあちゃんもおじいちゃんもご一緒一緒一緒一緒にににに））））

ママもパパもおばあちゃんも、おじいちゃんも・・・

肩こり・腰痛・骨盤のゆがみはありませんか？

中央子育て広場では毎日、ちびっこ向けに体操をしていますが、

4月から大人向けの体操も行います。

楽しみながら リラックスもして、その上・・・体もほぐしましょう！

日日日日 時時時時 ：：：： 毎月毎月毎月毎月 第第第第1111・・・・3333月曜日月曜日月曜日月曜日 13131313：：：：30303030～～～～15151515：：：：00000000

場場場場 所所所所 ：：：： 中央子育て広場にて中央子育て広場にて中央子育て広場にて中央子育て広場にて

申し込み申し込み申し込み申し込み ：：：： 不要不要不要不要

日日日日 時時時時 ：：：： ４月～６月まで４月～６月まで４月～６月まで４月～６月まで 毎月毎月毎月毎月 第２・４木曜日第２・４木曜日第２・４木曜日第２・４木曜日 11111111時～時～時～時～

場場場場 所所所所 ：：：： 中央子育て広場中央子育て広場中央子育て広場中央子育て広場

講講講講 師師師師 ：：：： 永井永井永井永井 綾子さん綾子さん綾子さん綾子さん

（信州大学非常勤講師・バレエ・ヒップホップ・ジャズ（信州大学非常勤講師・バレエ・ヒップホップ・ジャズ（信州大学非常勤講師・バレエ・ヒップホップ・ジャズ（信州大学非常勤講師・バレエ・ヒップホップ・ジャズ

の指導にあたる。の指導にあたる。の指導にあたる。の指導にあたる。

4444歳・歳・歳・歳・2222歳・歳・歳・歳・0000歳の子育て真っ最中のママです。歳の子育て真っ最中のママです。歳の子育て真っ最中のママです。歳の子育て真っ最中のママです。

「ママのメイクボディー講座」は人気です）「ママのメイクボディー講座」は人気です）「ママのメイクボディー講座」は人気です）「ママのメイクボディー講座」は人気です）

０歳児親子とプレママのおしゃべり広場

おしゃべりんおしゃべりんおしゃべりんおしゃべりん場場場場 は４年目を迎えます！

たくさんの親子が集まり、利用者組数は200組を越えています。

最初の年に卒業したベビーちゃんたちはこの春、入園です。

２年に１度しかありませんのでお見逃しなく２年に１度しかありませんのでお見逃しなく２年に１度しかありませんのでお見逃しなく２年に１度しかありませんのでお見逃しなく

子育子育子育子育てサポーターてサポーターてサポーターてサポーター養成講座養成講座養成講座養成講座

子育てに関心のある方、子どもが好きな方、定年後に「何かやれることはないかな」

と思っている方、一緒に学んで子育て家庭の応援団になりませんか？

7回講座を終了された方には終了証が発行されます。

参加費の必要な講座

日日日日 時時時時 ：：：： 6666月月月月1111・・・・8888・・・・15151515・・・・22222222・・・・29292929日日日日 7777月月月月6666・・・・13131313日日日日

毎週火曜日毎週火曜日毎週火曜日毎週火曜日 10101010：：：：00000000～～～～12121212：：：：00000000

内内内内 容容容容 ：：：： 普通救急講座・子どもの発育のポイントなど普通救急講座・子どもの発育のポイントなど普通救急講座・子どもの発育のポイントなど普通救急講座・子どもの発育のポイントなど

あんしんあんしんあんしんあんしん！！！！あんぜんあんぜんあんぜんあんぜん！！！！おおおお家家家家ごはんごはんごはんごはん

～～～～身近な材料で気どらない料理を作りましょう～
最初は知らない人同士の集まりですが、講座が終了する頃はみ～んなお友達になります。

年齢はそれぞれですが、それもまた楽しいものです。

日日日日 時時時時 ：：：： 6/176/176/176/17・・・・7/157/157/157/15・・・・8/198/198/198/19・・・・9/169/169/169/16・・・・10/2110/2110/2110/21・・・・11/1811/1811/1811/18・・・・12/1612/1612/1612/16

10101010：：：：00000000～～～～12121212：：：：00000000

場場場場 所所所所 ：：：： ふれあい会館ふれあい会館ふれあい会館ふれあい会館2F2F2F2F調理室調理室調理室調理室

参加費参加費参加費参加費 ：：：： 7777回全コース回全コース回全コース回全コース…5000…5000…5000…5000円、円、円、円、1111回のみ回のみ回のみ回のみ…1,000…1,000…1,000…1,000円円円円

ママの手は魔法の手 手作手作手作手作りゆめりゆめりゆめりゆめ講座講座講座講座

ママにさすってもらえば、痛いところも治っちゃう！！ママの手作り、自慢しちゃう！！

そんなママの手を使った講座を開設します。

講座の先生は、ママやパパ！みんな、結構なんでもできる力を持ってます。

２１年度は、この講座をきっかけに仕事を始めた方もいました。

ぜひ、少し出来るを教えてください。

▶▶▶▶ 毎月１回毎月１回毎月１回毎月１回 講師ママさんの希望日に講座をします。講師ママさんの希望日に講座をします。講師ママさんの希望日に講座をします。講師ママさんの希望日に講座をします。

身近なゆめきゃんぱすスタッフに「こんな講座はどうかし身近なゆめきゃんぱすスタッフに「こんな講座はどうかし身近なゆめきゃんぱすスタッフに「こんな講座はどうかし身近なゆめきゃんぱすスタッフに「こんな講座はどうかし

ら？」と出来ることやしたいことをお話下さい。ら？」と出来ることやしたいことをお話下さい。ら？」と出来ることやしたいことをお話下さい。ら？」と出来ることやしたいことをお話下さい。

▶▶▶▶ ママの経歴は問いません（ママ暦２０年もママの経歴は問いません（ママ暦２０年もママの経歴は問いません（ママ暦２０年もママの経歴は問いません（ママ暦２０年もOKOKOKOK）生徒も）生徒も）生徒も）生徒もOKOKOKOK

▶▶▶▶ 今までの講座：フェルトスイーツ・デジカメ・着付け・今までの講座：フェルトスイーツ・デジカメ・着付け・今までの講座：フェルトスイーツ・デジカメ・着付け・今までの講座：フェルトスイーツ・デジカメ・着付け・

キャラ弁作り・お菓子作り・アロマ・メイクキャラ弁作り・お菓子作り・アロマ・メイクキャラ弁作り・お菓子作り・アロマ・メイクキャラ弁作り・お菓子作り・アロマ・メイク

「おしゃべりん場」番外編 ベビーマッサージ
ママとベビーちゃんのためのすてきな時間です。

ゆったりした気持ちで過ごしてみませんか？

日日日日 時時時時 ：：：： 毎月毎月毎月毎月 第第第第4444月曜日月曜日月曜日月曜日 13131313：：：：30303030～～～～

場場場場 所所所所 ：：：： 中央子育て広場にて中央子育て広場にて中央子育て広場にて中央子育て広場にて

参加費参加費参加費参加費 ：：：： 初回初回初回初回 2,0002,0002,0002,000円（オイル代込み）円（オイル代込み）円（オイル代込み）円（オイル代込み）

2222回目～回目～回目～回目～ 500500500500円円円円

【問い合わせ・申し込み】 NPO法人 ゆめきゃんぱす

Tel 70-6511 Mail yume2004@valley.ne.jp

H22年度 ゆめきゃんぱすの独自事業紹介
さまざまな講座も託児を用意していますのでご参加ください

無料の講座

ゆめきゃんゆめきゃんゆめきゃんゆめきゃん相談室相談室相談室相談室
子どももお花と同じように、育てやすさと育てにくさがあります。あなたの力不足ではありません。

１人で悩んでいませんか？専門の先生が相談にのりますので、安心してご相談ください。

保護者・各指導員・保育士・教員どなたでも相談できます。

出張や下記時間外での相談も可能ですので、まずは、ご連絡ください。

日日日日 時：毎月時：毎月時：毎月時：毎月 第３金曜日第３金曜日第３金曜日第３金曜日 10101010～～～～12121212時（予約制）時（予約制）時（予約制）時（予約制）

会会会会 場：ゆめきゃんぱす相談室場：ゆめきゃんぱす相談室場：ゆめきゃんぱす相談室場：ゆめきゃんぱす相談室

（妙高市中町いきいきプラザ３（妙高市中町いきいきプラザ３（妙高市中町いきいきプラザ３（妙高市中町いきいきプラザ３FFFF））））

相談員：中屋相談員：中屋相談員：中屋相談員：中屋 万里子さん万里子さん万里子さん万里子さん

（障害者相談支援センター・相談支援専門員）（障害者相談支援センター・相談支援専門員）（障害者相談支援センター・相談支援専門員）（障害者相談支援センター・相談支援専門員）

中央子育中央子育中央子育中央子育てててて広場広場広場広場でででで ママママママママ～～～～ずずずず体操体操体操体操をををを始始始始めますめますめますめます
（（（（おばあちゃんもおじいちゃんもごおばあちゃんもおじいちゃんもごおばあちゃんもおじいちゃんもごおばあちゃんもおじいちゃんもご一緒一緒一緒一緒にににに））））

ママもパパもおばあちゃんも、おじいちゃんも・・・

肩こり・腰痛・骨盤のゆがみはありませんか？

中央子育て広場では毎日、ちびっこ向けに体操をしていますが、

4月から大人向けの体操も行います。

楽しみながら リラックスもして、その上・・・体もほぐしましょう！

日日日日 時時時時 ：：：： 毎月毎月毎月毎月 第第第第1111・・・・3333月曜日月曜日月曜日月曜日 13131313：：：：30303030～～～～15151515：：：：00000000

場場場場 所所所所 ：：：： 中央子育て広場にて中央子育て広場にて中央子育て広場にて中央子育て広場にて

申し込み申し込み申し込み申し込み ：：：： 不要不要不要不要

日日日日 時時時時 ：：：： ４月～６月まで４月～６月まで４月～６月まで４月～６月まで 毎月毎月毎月毎月 第２・４木曜日第２・４木曜日第２・４木曜日第２・４木曜日 11111111時～時～時～時～

場場場場 所所所所 ：：：： 中央子育て広場中央子育て広場中央子育て広場中央子育て広場

講講講講 師師師師 ：：：： 永井永井永井永井 綾子さん綾子さん綾子さん綾子さん

（信州大学非常勤講師・バレエ・ヒップホップ・ジャズ（信州大学非常勤講師・バレエ・ヒップホップ・ジャズ（信州大学非常勤講師・バレエ・ヒップホップ・ジャズ（信州大学非常勤講師・バレエ・ヒップホップ・ジャズ

の指導にあたる。の指導にあたる。の指導にあたる。の指導にあたる。

4444歳・歳・歳・歳・2222歳・歳・歳・歳・0000歳の子育て真っ最中のママです。歳の子育て真っ最中のママです。歳の子育て真っ最中のママです。歳の子育て真っ最中のママです。

「ママのメイクボディー講座」は人気です）「ママのメイクボディー講座」は人気です）「ママのメイクボディー講座」は人気です）「ママのメイクボディー講座」は人気です）

０歳児親子とプレママのおしゃべり広場

おしゃべりんおしゃべりんおしゃべりんおしゃべりん場場場場 は４年目を迎えます！

たくさんの親子が集まり、利用者組数は200組を越えています。

最初の年に卒業したベビーちゃんたちはこの春、入園です。

２年に１度しかありませんのでお見逃しなく２年に１度しかありませんのでお見逃しなく２年に１度しかありませんのでお見逃しなく２年に１度しかありませんのでお見逃しなく

子育子育子育子育てサポーターてサポーターてサポーターてサポーター養成講座養成講座養成講座養成講座

子育てに関心のある方、子どもが好きな方、定年後に「何かやれることはないかな」

と思っている方、一緒に学んで子育て家庭の応援団になりませんか？

7回講座を終了された方には終了証が発行されます。

参加費の必要な講座

日日日日 時時時時 ：：：： 6666月月月月1111・・・・8888・・・・15151515・・・・22222222・・・・29292929日日日日 7777月月月月6666・・・・13131313日日日日

毎週火曜日毎週火曜日毎週火曜日毎週火曜日 10101010：：：：00000000～～～～12121212：：：：00000000

内内内内 容容容容 ：：：： 普通救急講座・子どもの発育のポイントなど普通救急講座・子どもの発育のポイントなど普通救急講座・子どもの発育のポイントなど普通救急講座・子どもの発育のポイントなど

あんしんあんしんあんしんあんしん！！！！あんぜんあんぜんあんぜんあんぜん！！！！おおおお家家家家ごはんごはんごはんごはん

～～～～身近な材料で気どらない料理を作りましょう～
最初は知らない人同士の集まりですが、講座が終了する頃はみ～んなお友達になります。

年齢はそれぞれですが、それもまた楽しいものです。

日日日日 時時時時 ：：：： 6/176/176/176/17・・・・7/157/157/157/15・・・・8/198/198/198/19・・・・9/169/169/169/16・・・・10/2110/2110/2110/21・・・・11/1811/1811/1811/18・・・・12/1612/1612/1612/16

10101010：：：：00000000～～～～12121212：：：：00000000

場場場場 所所所所 ：：：： ふれあい会館ふれあい会館ふれあい会館ふれあい会館2F2F2F2F調理室調理室調理室調理室

参加費参加費参加費参加費 ：：：： 7777回全コース回全コース回全コース回全コース…5000…5000…5000…5000円、円、円、円、1111回のみ回のみ回のみ回のみ…1,000…1,000…1,000…1,000円円円円

ママの手は魔法の手 手作手作手作手作りゆめりゆめりゆめりゆめ講座講座講座講座

ママにさすってもらえば、痛いところも治っちゃう！！ママの手作り、自慢しちゃう！！

そんなママの手を使った講座を開設します。

講座の先生は、ママやパパ！みんな、結構なんでもできる力を持ってます。

２１年度は、この講座をきっかけに仕事を始めた方もいました。

ぜひ、少し出来るを教えてください。

▶▶▶▶ 毎月１回毎月１回毎月１回毎月１回 講師ママさんの希望日に講座をします。講師ママさんの希望日に講座をします。講師ママさんの希望日に講座をします。講師ママさんの希望日に講座をします。

身近なゆめきゃんぱすスタッフに「こんな講座はどうかし身近なゆめきゃんぱすスタッフに「こんな講座はどうかし身近なゆめきゃんぱすスタッフに「こんな講座はどうかし身近なゆめきゃんぱすスタッフに「こんな講座はどうかし

ら？」と出来ることやしたいことをお話下さい。ら？」と出来ることやしたいことをお話下さい。ら？」と出来ることやしたいことをお話下さい。ら？」と出来ることやしたいことをお話下さい。

▶▶▶▶ ママの経歴は問いません（ママ暦２０年もママの経歴は問いません（ママ暦２０年もママの経歴は問いません（ママ暦２０年もママの経歴は問いません（ママ暦２０年もOKOKOKOK）生徒も）生徒も）生徒も）生徒もOKOKOKOK

▶▶▶▶ 今までの講座：フェルトスイーツ・デジカメ・着付け・今までの講座：フェルトスイーツ・デジカメ・着付け・今までの講座：フェルトスイーツ・デジカメ・着付け・今までの講座：フェルトスイーツ・デジカメ・着付け・

キャラ弁作り・お菓子作り・アロマ・メイクキャラ弁作り・お菓子作り・アロマ・メイクキャラ弁作り・お菓子作り・アロマ・メイクキャラ弁作り・お菓子作り・アロマ・メイク

「おしゃべりん場」番外編 ベビーマッサージ
ママとベビーちゃんのためのすてきな時間です。

ゆったりした気持ちで過ごしてみませんか？

日日日日 時時時時 ：：：： 毎月毎月毎月毎月 第第第第4444月曜日月曜日月曜日月曜日 13131313：：：：30303030～～～～

場場場場 所所所所 ：：：： 中央子育て広場にて中央子育て広場にて中央子育て広場にて中央子育て広場にて

参加費参加費参加費参加費 ：：：： 初回初回初回初回 2,0002,0002,0002,000円（オイル代込み）円（オイル代込み）円（オイル代込み）円（オイル代込み）

2222回目～回目～回目～回目～ 500500500500円円円円

【問い合わせ・申し込み】 NPO法人 ゆめきゃんぱす

Tel 70-6511 Mail yume2004@valley.ne.jp


