
　この度、保育園での子育て支援センターコスモが終了し、
新しく認定子ども園つばさが引き続き子育て支援の事業を
行う事になりました。子育て支援つばさとして年４回の広報
誌を発行致します。どうぞよろしくお願い致します。

幼稚園の保護者の方々で、2年程前に立ち上げました。お母さん達が

幼稚園、保育園の子ども達に絵本を読んであげる会です。子ども達に

読んであげたい絵本を持ち寄りみんなで選考します。当番制で読み手

も決めます。次の月には実際に園児の前で実演します。年令に応じた

本の紹介や読み方のポイントなども・・・

一度足を運んでみませんか？

子育てカウンセラーの川頭先生によるお母さん達向けの子育て勉強会

です。 今年度は、お子さんと離れてお母さんだけの勉強会を行いたい

と思います。ぬたくり（色ぬり）やコラージュ（切り貼り）など 子どもの頃に

よくしていた活動は、心が開放されて新たな自分を発見できるかも・・・

まずは、ご参加下さい。

場所：改善センター1階和室、別室（２階和室大）にて託児行います。

着替え、おやつなどご用意下さい。

ベビーマッサージ、親子遊び

手作りおもちゃの紹介など

のんびりとした雰囲気の中で

行っていきたいと思っています。

親子で簡単な製作活動を

経験する事で手作りの物

ができる楽しさを味わい

ましょう。

手遊びや簡単シアターも

紹介します。

高見千鶴子先生

今年度も2ヶ月に1回実施し

ます。お母さん方の健康の

サポートをして心と体のリフ

レッシュを図っています。

託児あり（おやつ、着替えの

用意を）

千綿保育園の調理師である

津山順子先生が担当です。

簡単でヘルシーなおやつを

作ってみませんか？

（材料費 100円程度）

千綿保育園の中村文先生

が担当で、お母さん方が手

作り小物の製作を行います。

4月：籐かごのカバー作り

6月：携帯ストラップ作り

昨年8月に来日して以来、日本

語が随分と上手になり、一番最

初に覚えたのが「おつかれさ

ま」でした。今年度も英語のレッ

スンあり、ペーパークラフトあり

クッキングありと楽しい会にして

いきたいと考えています。

いいお天気になります。

春風に誘われて、お出かけ

しましょう。幼稚園バス

で・・・

持参品：水筒、タオル
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TEL：０９５７－４７－０６４８

FAX：０９５７－４６－１７４４

相談を希望される方は

事前に電話下さい。

実施日 月～金

（電話受付）

１３：３０～１５：００

日時 月～金

９：３０～１５：００

のんびりお母さん同士が、

お喋りできる場です。

お気軽にご参加下さい。

（お茶代 １００円程

野菜作りや漬物作り

など入れていくつもり

です。６月は、いもさし

を予定しています。

諫早市の内村スポーツジム

より来て頂いています。

内村周子先生は、いつも

元気100パーセントです。

小さいお子さんでもできる

楽しく子育てしてほしい。お母さんと子どもの笑顔がたくさん見たいと

いう思いで取り組んでいます。子育ては、時には泣きたくなってしまう

こともたくさんありますが、そんなとき、あそこに行けば誰かがいる。話

ができる。聞いてもらえる。このようなママたちの心のよりどころであり

たいと願っています

そして、わが子だけでなく他の子の成長も共に見つめ喜びを共有して

いくことにより子育てのおもしろさ、楽しさを味わっていけるのではない

かと思います。

子育て支援とは？【改めて考えてみました】



ベビーちゃんクラブ 青空保育 ベビーちゃんクラブ
7 １０：００～１１：００ 1 ピクニック 2 １０：００～１１：００
日 （0歳児対象） 日 １０：００～１２：００ 日 （0歳児対象）
（火） 親子あそび・手作りおもちゃの紹介（金） （１～５歳児対象） （火） 　　　　おもちゃ作り

ひよこ・ちびっこクラブ ヨガ教室 ひよこ・ちびっこクラブ

8 １０：００～１１：３０ 11 １０：００～１２：００ 3 １０：００～１１：３０

日 （１～５歳児対象） 日 （母親対象） 日 （１～５歳児対象）

高見千鶴子先生 　時計の製作

（水） 　　お散歩・親子で製作 （月） 持参する物・・・タオルケット （水）

ホットタイム ベビーちゃんクラブ ヘルシークッキング

14 １０：００～１１：３０ 12 １０：００～１１：００ 4 １０：００～１３：００

日 （母親対象） 日 （0歳児対象） 日 （母親対象）

（火） ４月の誕生児紹介 （木） ※お喋り会、ふれあいあそび 津山順子先生

ヘルシークッキング ひよこ・ちびっこクラブ ホットタイム

16 １０：００～１３：００ 13 １０：００～１１：３０ 9 １０：００～１１：３０

日 （母親対象） 日 （１～５歳児対象） 日 （母親対象）

（木） 津山順子先生 （水） 園庭遊び （火） ６月の誕生児紹介

読み聞かせの会 英語教室 英語教室

17 １０：００～１１：００ 18 １０：００～１１：００ 15 １０：００～１１：００

日 （母親対象） 日 （０～５歳児対象） 日 （０～５歳児対象）

（金） （月） クリスタル先生 （月） クリスタル先生

英語教室 川頭先生勉強会 川頭先生相談室

20 １０：００～１１：００ 21 １０：００～１2：００ 18 １０：００～１２：００

日 （０～５歳児対象） 日 （母親対象） 日 （母親対象）

（月） クリスタル先生 （木） 川頭信子先生 （木） 川頭信子先生

体育遊び 読み聞かせの会 読み聞かせの会
22 １０：００～１１：００ 22 １４：００～１５：００ 19 １０：００～１１：００

日 （０～５歳児対象） 日 （母親対象） 日 （母親対象）

（水） 内村周子先生 （金） （金）
マミースクール ホットタイム 体育遊び

24 １０：００～１１：００ 26 １０：００～１１：３０ 24 １０：００～１１：００

日 （母親対象） 日 （母親対象） 日 （０～５歳児対象）

田中みちえ先生

（金） 持参する物・・・バスタオル （火） ５月の誕生児紹介 （水） 内村周子先生

ハンドメイド 体育遊び エコクラブ
28 　９：３０～１２：３０ 27 １０：００～１１：００ 26 いもさし（芋づるを植えます）

日 （母親対象） 日 （０～５歳児対象） 日 １０：００～１１：００

（火） 　　籐かごのカバー作り （水） 内村周子先生 （金）持参する物・・・軍手・靴（代えの靴）
汚れてもいい服装で

ヘルシークッキング ハンドメイド
29 １０：００～１３：００ 29 　９：３０～１２：３０

日 （母親対象） 日 （母親対象）

（金） 持参する物・・・エプロン、三角巾 （火） 　　　携帯ストラップ作り

4月 5月 6月

この度､作間先生よりバトンタッチ

をしました、東彼杵中央幼稚園の

樋口茂乃です。毎日

幼稚園の子ども達から

元気とパワーをもらって

いますので、まだまだ

気持ちも若いですよ。

今回子育て支援を担当

する事になって、久々に

赤ちゃんや小さいお子さ

んと関われる事に今から

わくわくしています。

お母さん方とも たくさん

お話しましょう。

1．ホッとタイムでは、毎月の誕生児の

紹介を致しますので、お子様の誕生

日

を早目にお知らせ下さい。

２．４月２４日（金）は、助産師の田中

（旧姓木場）先生をお呼びして、

マミースクールを実施致します。

前回のようにベビーマッサージの

指導や、出産や、子育ての悩み

に助言を頂けると思います。

特にお尋ねになりたい事など

ありましたら、電話、ホッとタイム

の時にでもお知らせ下さい。

３．行事に参加される時は、必ず事前

に連絡をして下さい。

特にヘルシークッキング、ハンドメイ

ドなどは、準備がありますので、よろ

連絡先 〒８５９－３９２８

長崎県東彼杵郡東彼杵町平似田郷７０２番

東彼杵中央幼稚園

TEL: ０９５７－４７－０６４８

ベビーちゃんクラブ

ひよこ・ちびっこクラブ

ホッとタイム、読み聞かせの

会

わくわくハウ

体育あそび

幼稚園体育館

川頭先生勉強会

ヘルシークッキング

改善センター

青空保育

エコクラブ

その他


