
 　令和５年５月３０日、６月２７日、７月１１日

　10：00～12：00　全3回　火曜日

円 （初回集金）　

（ 月 日） ／10）

〒 固定電話

携帯電話

　　　　※この申込書に記入された個人情報は講座運営に関する連絡のみに使用します。

連　絡　先住　　所講　座　名
ふりがな
氏　　名

・窓　口
・電　話
・ＦＡＸ

パーソナルカラー

託児 有・無

浜松市引佐協働センター生涯学習講座案内

　　以上の件をご了承のうえ、お申込みください。

○ 開 催 日 時 ：

○対象・定員：

200○材 料 費：

渥美　真理さん、宮崎　詩織さん

○キャンセル料:

○持 ち 物：

パーソナルカラー
～パーソナルカラーで美しく彩りを！

得意な色を見つけてファッション・メイクに取り入れよう～

●広報のため講座の様子を撮影し市の刊行物やホームページ、新聞に掲載させていただくことがあります。

　・緊急事態宣言等の発出により、講座の内容変更又は中止する場合がありますのでご了承ください。

　・換気のために会場のドア・窓を随時開放しますので、季節によって体温調整が可能な服装でお越しください。お願い

女性講座
☆託児付き☆

月齢　　　　歳　　　ヶ月　男・女

月齢　　　　歳　　　ヶ月　男・女

受付方法

○会 場：

鏡（スタンド式）、メイク道具、筆記用具

受講申込書 〇申込人数（

※ノーメイクもしくは薄めの化粧でご参加ください

成人女性・１０人（抽選）

※当選後のキャンセルは、材料費がかかります。

　・受講の際は手指の消毒等にご協力をお願いします。

　・講座当日に、発熱や風邪の症状がある等体調がすぐれない場合は参加を見合わせてください。

●感染症対策のため、以下についてご理解とご協力をお願いします。

○講　　　師：

○受付・申込：

令和５年４月１０日（月）午前８時３０分より、引佐協働センター窓口、電話、ＦＡＸ
又は二次元コードの読取りからお申込みください。締切は４月２８日（金）です。
当選者には、５月２日（火）までに連絡をします。連絡がない場合は落選となります。
ご了承ください。

引佐多目的研修センター視聴覚研修室

〇申込二次元コード

申込・問合せ先

浜松市引佐協働センター
電話：５４２－１１１２ ８時３０分～１７時１５分
FAX：５４２－３３１９ （土日・休日を除く）

キリトリ



講座名：パーソナルカラー講座（全３回講座） 

託児ご利用者様 

○必ずお読みください 

①当日お子様のお熱（３７．５℃以上）があったり、体調不良の場合はご遠慮

ください。 

②お子様をお預かりする際に、持ち物と託児受付票を託児ボランティアと一緒

に確認をしていただきます。 

③講座時間は、 10:00～12：00 です。 

託児時間は、 9:45～12：15 です。 

④おやつを持参された方には、必要に応じておやつを食べていただくようにし

ます。 

※食事の介助はしませんので、昼食の持ち込みはご遠慮ください。 

⑤安全面等には十分配慮してお預かりしていますが、集団での託児となります

ので、ご家庭でみるように1対１でお世話できないことをご了解ください。 

⑥ひどく泣いた時、ぐずった時には講座の途中でもお呼びすることがあります。 

⑦講座中でも必要に応じ、授乳をお願いします。（託児では調乳はしていません。） 

⑧講座終了後はすみやかにお迎えに来てください。

持ち物 

バスタオル、哺乳瓶、お湯、ミルク、おむつ、おしりふき、 

ビニール袋、ウエットティッシュ（手・口ふき用）、おもちゃ、 

おんぶ紐、着替え、おやつ、託児受付票（記載済のもの）等。 

その他必要であると思われるもの。

※持ち物にはお名前をご記入してお持ちください。 

連絡先

引佐協働センター

電話：542-1112 
（土日・休日は除く）



託児受付票   保護者氏名           

託児利用目的
「パーソナルカラー講座」受講のため 

受講日：令和 5年 5月 30日（火）

託 児 時 間
令和 5年 5月 30日（火） 9:45～12：15 
（講座時間：10:00～12：00）

お子さんの名前
フリガナ

男・女 月齢   才  ヵ月

どのように呼んでい

ますか？

授乳時間について

※授乳中の方のみの質問 

・何時ごろに授乳してきましたか         時   分頃

・普段の授乳間隔はどのくらいですか           時間

・次の授乳時間は何時頃ですか          時   分頃

※講座中でも、必要に応じ、授乳をお願いします

ひどく泣いた時、ぐず

った時の対応

ご家庭でやっていることをお書きください。例えば「抱っこして歩く」など

普段の育児状況につ

いて

・おんぶ  可・不可

・だっこ  縦抱き・横抱き

・昼寝時間    時頃

今日のお子さんの体

調はいかがですか
良好 ・ その他 例えば「風邪気味・鼻水がでる」（         ）

アレルギーの有無に

ついて
有（                  ） ・ 無

託児をする上で注意す

ることはありますか

お子さんの持ち物にはすべて名前が書いてありますか？  はい ・ いいえ

本日お持ちいただいた持ち物の内容を記入もしくは○をしてください。

・バスタオル  枚  ・哺乳瓶  本、（お湯・ミルク） 

・おむつ  枚    ・おしりふき・ビニール袋、    

・ウェットティッシュ（手・口ふき用）

・おもちゃ（                                 ）

・おんぶ紐（色     ・特徴                        ） 

・着替え（                                  ）

・その他                                  

本日は、託児でのおんぶ

可・不可



託児受付票   保護者氏名           

託児利用目的
「パーソナルカラー講座」受講のため 

受講日：令和 5年 6月 27日（火）

託 児 時 間
令和 5年 6月 27日（火） 9:45～12：15 
（講座時間：10:00～12：00）

お子さんの名前
フリガナ

男・女 月齢   才  ヵ月

どのように呼んでい

ますか？

授乳時間について

※授乳中の方のみの質問 

・何時ごろに授乳してきましたか         時   分頃

・普段の授乳間隔はどのくらいですか           時間

・次の授乳時間は何時頃ですか          時   分頃

※講座中でも、必要に応じ、授乳をお願いします

ひどく泣いた時、ぐず

った時の対応

ご家庭でやっていることをお書きください。例えば「抱っこして歩く」など

普段の育児状況につ

いて

・おんぶ  可・不可

・だっこ  縦抱き・横抱き

・昼寝時間    時頃

今日のお子さんの体

調はいかがですか
良好 ・ その他 例えば「風邪気味・鼻水がでる」（         ）

アレルギーの有無に

ついて
有（                  ） ・ 無

託児をする上で注意す

ることはありますか

お子さんの持ち物にはすべて名前が書いてありますか？  はい ・ いいえ

本日お持ちいただいた持ち物の内容を記入もしくは○をしてください。

・バスタオル  枚  ・哺乳瓶  本、（お湯・ミルク） 

・おむつ  枚    ・おしりふき・ビニール袋、    

・ウェットティッシュ（手・口ふき用）

・おもちゃ（                                 ）

・おんぶ紐（色     ・特徴                        ） 

・着替え（                                  ）

・その他                                  

本日は、託児でのおんぶ

可・不可



託児受付票   保護者氏名           

託児利用目的
「パーソナルカラー講座」受講のため 

受講日：令和 5年 7月 11日（火）

託 児 時 間
令和 5年 7月 11日（火） 9:45～12：15 
（講座時間：10:00～12：00）

お子さんの名前
フリガナ

男・女 月齢   才  ヵ月

どのように呼んでい

ますか？

授乳時間について

※授乳中の方のみの質問 

・何時ごろに授乳してきましたか         時   分頃

・普段の授乳間隔はどのくらいですか           時間

・次の授乳時間は何時頃ですか          時   分頃

※講座中でも、必要に応じ、授乳をお願いします

ひどく泣いた時、ぐず

った時の対応

ご家庭でやっていることをお書きください。例えば「抱っこして歩く」など

普段の育児状況につ

いて

・おんぶ  可・不可

・だっこ  縦抱き・横抱き

・昼寝時間    時頃

今日のお子さんの体

調はいかがですか
良好 ・ その他 例えば「風邪気味・鼻水がでる」（         ）

アレルギーの有無に

ついて
有（                  ） ・ 無

託児をする上で注意す

ることはありますか

お子さんの持ち物にはすべて名前が書いてありますか？  はい ・ いいえ

本日お持ちいただいた持ち物の内容を記入もしくは○をしてください。

・バスタオル  枚  ・哺乳瓶  本、（お湯・ミルク） 

・おむつ  枚    ・おしりふき・ビニール袋、    

・ウェットティッシュ（手・口ふき用）

・おもちゃ（                                 ）

・おんぶ紐（色     ・特徴                        ） 

・着替え（                                  ）

・その他                                  

本日は、託児でのおんぶ

可・不可


