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鶴間1赤もちお荼会
‐
わが子の個性と才能をぐんぐん伸ばす !

「赤ちゃんともち」でお子さまの個性や才能を分析します !

◆日時:7月 3日 (火 )10:45～ 14:30

◆参加費:300円

※診断シートをご希望の方は別途お」人1枚に付さ500円 。..
◆定員:6組 ◆会場:大不□市勤労福社会館  |ト
◆講師:松本不□美             ■_

雀鳥同月 親子リトミック
音楽にふれ、親子で楽しむ|プトミック♪

いつのまにか笑顔があふれます !

◆日時:7月 ¬0日 (火 )・ 8月 9日 (本 )

10:30-1¬ :20

◆参加費:700円

◆定員::8組 ◆会場:大和市勤労福社会館

◆講師:栄5睦美

鶴間‐‐夏冷え 内臓冷え解消 !

・ ゴムチユープエクササイズ
暑い夏こそ !身体を動かして夏ノヾテを解消♪

さらに 1糖質オフカレーのランチも一緒に食べれちゃう♪

◆日時:7月 6日 (金 )」 0:00～ 1¬ :30 ¬1:30～ランチ

◆参加費:3200円

◆定員:」 0組
※講習・料理実演・ランチ・お土産付き♪

◆主催者 :松本和美 ◆会易ネパ ルll理イーマサラ

00102歳 音育ワークシヨップ

音楽と育児、どちらも楽しみたい親子のためのワークシヨップ

です♪
◆日時:7月 6日 (火 )10:50～¬1:40。 9月 7日 (金 )」 0:40～ 41:30

◆参力□費:3000円  ※初めての方は1500円。

◆定員:5組

◆会場:Y`sダンススタジオ

◆講師:西舘理恵子

大和‐親子数秘体験会
ママとお子様の数秘リーディングで個性を知ろう |

◆日時:7月 23日 (月 )。 9月 26日 (水 )¬ 0:00～ 12:00

◆参加費:700円

◆会場:大和市市民活動センター

◆定員:5組

◆講師:滝 田絵梨子

大禾15・ 6・ 7・ 8月 生まれママスクお誕生日会
春夏生まれの子どもたち、集まれ !!
お誕生日おめでとうシートを作つて、今のわが子を記録しよう♪

◆日時:7月 20日 (金 )」 0:00～ 14:30

◆参加費:無料 ※ママスクメ ル会員のみ参カロ可能

☆お誕生日おめでとうシートイ寸☆

:里浣:継渠不連

会場:大不□市市民活動センタ
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各イベントのお申込・詳細はコチラからどうぞは二締∬lli枇薦輩≦鷺6∞ ‖

秀ダニ製タヌ狐秀レフィ作り

酵素たつぶり!ヘルシーおやつが作れちゃう !



町田1個性を知つてイライラ対策 !ミニ講座 大和 みつろうで作ろう!虫刺されバーム
個性を知ることで、どのようにイライラ対策ができるの
か…実例を交えて、楽し<お話しいたします☆

◆日時:7月 9日 (月 )、 7月 25日 (水 )、 8月 8日 (水 )

蜜蝋とエッセンシヤルオイルで虫刺され・かゆみ止めの

バームを作ります。

◆0寺間:」 0:30～」2:00

◆参Dll費 :1500円

※カフェでの飲食代は各自ご負担<ださい。

◆定員:3組

◆講師:渡辺ともこ

※講座は1回完結の内容です。

ご都合の良い日程をお選び<ださい。

◆日時:8月 1∃ (水 )

41:00-4司 :30

◆参力B費 :500円

◆定員:4組

◆会場:大不]市市民活動センター

◆講師:仲野泉 ‐ 纂議螂華
お子さまにも安心してお使いいただけます !

町 田
個性別☆ママの働き方講座 3の働き万でいいのかな…?自分に含つた働き方つて…?

自分の個性に合った働き方を知ることで、これからの方向性のヒントにしてもらえるような講座です !
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4080Rの自己発見シー鵬

7月 25日 (水 )」 3:30～ 15:00

8月 20日 (月 )40:30～ 42:00 ※講座は1回完結の内容です。ご都合の良い日程をお選びください。

☆夏体み特別企画☆
大和 鶴 間

蝙蝙瘍隋鶉瘍鋏聰躙鰤慇
対象

年長・小学生
屹筈鉤アポ労咎繹秒は冬鰊

夏体みは普段なかなか読むことのない「戦争」に関する絵本

を読んでみよう !小学生は子供だすでも参加できます。

小学生は自由研究に感想文が書けますよ。

◆日時:8月 47日 (金 )10:30γ」1:30

◆定員:20名

◆参加費:親子300円 、子供だ|す 400円

※絵本の紹介レジュメ付

◆会場:大不0市市民活動センター

◆主催者:松本禾□美

ペフアクセ鬱瘍―藝診
世界にたつたひとつのお花のヘアアクセサリーを手作り♪

◆日時:8月 10日 (金 )10:」 5～ 42:00

◆定員:20C

◆参力□費:500円

◆材料費:700円 (髪飾り¬個分)

※プチお土産付き

◆会場:大不0市勤労福社会館

◆主催者:市川直美

https ://www. reservestock.jp/page/event-calendar/8600
各イベントのお申込・詳細はコチラからどうぞ

珊
尚颯鰤 写

t膏瞼 尚露
.椰

義華華督〓大冬繭覇飩虔魏誦贔 悽 絲 釉 写 鸞米 内鍾魃 巫 疵鰺了饂骰蛉
「ママのお話会J

子供を遊ばせながら、ママ同士

楽しくお話したい 1途中参力0。退出自由。

絵本の読み聞かせもあるよ |

お気軽にお話しに来て<ださい |7月 20日 09月 20日 ηO:00～ 12:00

多目的ルームにて

300円 (お菓子付)

ママスク大和つてなに?
ママス/7~大不0は、大不0のママが17Tつた地域のコミユニティです。主役はママ |

初めての子育て、知り含いがいない、パバが仕事で忙しい…そんな不安や悩みを¬人で抱えてしまいがちなママが孤立しないように、
地域のママが誰でも集える場、情報交換ができる場を作る活動をしてしヽます。

柵治わせ‰ 謂褪褻 譜黎旧J腸軋げ
J828釧ν at劃杓
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お議会の後は、

子育てカウンセラーが部室で待機

しています !         |

ママスク大和のメルマガ
にこ登録ください !!


