
　

  （1～5歳児　親子）

　

（母親対象）

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。ぬたくり（色ぬり）やコラー

ジュ（切り貼り）、折り紙など楽しい遊びも満載です！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階和室小）にて託児行います。

託児の場合はこどもさんの着替え、おやつなどご用意下さい。

持参品：クレパス、はさみ、のり、筆記用具、コラージュ用雑誌

親子で簡単な製作活動を楽し

んだり、体を動かして遊んでい

ます♪お友達もたくさんできま

すよ。手遊びや簡単シアターも

紹介します。

（母親対象）
高見千鶴子先生より、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。

（母親対象）
今年度より千綿保育園の調理

師である西坂先生が担当です。

簡単でヘルシーなおやつを

作ってみませんか？試食の時

間も楽しいですよ♪

（母親対象）
ハンドメイドが大好きな方が集ま

り、毎回楽しく行われています。

おすすめ簡単雑貨がありました

ら、是非お知らせ下さい！

（材料費 徴収あり）

園庭で遊んだり、園外へ出かけ

て、お散歩やピクニックに行き

たいと思っています。

お楽しみに！
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（1～5歳児 親

（０～5歳児 親子）
その月のお誕生日会をしています。

誕生日月の方はお知らせ下さい。

会後は、おしゃべり会。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円程度）

（1～5歳児 親子）
野菜作りや漬物作りなど入れて

いくつもりです。今年度は夏野

菜栽培にも挑戦して、収穫がで

きればと思っています。エコに

関しての情報がありましたら、

是非お寄せ下さい！

（０～5歳児 親子）
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

る体育あそびです。

園庭には、たくさんのお花が咲きました。さわやかな春風とともに、小鳥のさ

えずりが聞こえてきます。今年はどんな1年になるでしょう。楽しみですね。

昨年度は色々な子どもたちとの出会いがあり、一つひとつの行事を通して子

どもたちの成長を一緒に見守らせていただきながら、楽しい思い出ができま

した。

たくさんの参加とご協力をいただき、ありがとうございました！

今年度も子育て支援つばさとして、楽しい活動を一緒に作っていきたいと思

います！どうぞよろしくお願いいたします。

（母親対象）
いさはや助産所 桶谷式母乳育

児相談室の山口由美子先生にお

越しいただき色々なお話を頂いて

います。今年度も講師の先生をお

呼びして、楽しい会を開いていこう

（０～5歳児 親子）
絵本の読み語りを行ったり、

今年度はDVD上映会を行っ

ていこうと思います。

みなさんのおすす

めの本は何ですか？

（０～5歳児 親子）
ボランティア活動をされている長

崎市のおもちゃの館 ピーターパ

ンさんにお越しいただいています。

木のおもちゃをたくさん用意してい

ただきますよ♪

日頃の育児の疑問や悩み・家庭の話・おもしろ話など、一緒に楽しくお

茶を飲みながらお話しませんか？

2歳児（2歳8ヶ月）までのお子さまをお持ちのお母さんならどなたで

もOKです。この2歳8ヶ月までの時期は、人間形成の大事な時期です。

アドバイザーとして、川頭先生も遊びに来てくださいますよ♪

出産予定のある妊婦さんに限らず、、いつになるかわからないけどいつか

は！もうひとりほしいな！と思っていらっしゃる方！参加OKです☆

いっしょにいろんなお話をしましょう♪マタニティーの方にも、川頭先生が

遊びに来てくれるかも☆

お母さん主催の会を立ち上げたいと思います！お母さん方の要望を受

けて、ついに実現！仮にクラブ名をつけさせていただきますが、第1回目

の会よりクラブ名もお母さん方につけていただこうと思います。やりたい

ことなど自由に案を出し合っていただき、楽しい会を一緒につくっていき

ましょう♪お気軽にご参加下さい☆



４月 ５月 ６月
１～５歳児 12日（木）

親子 3日（金）

母親 13日（金）

親子 18日（水）

親子 31日（火） 14日（火）

親子 19日(火） 30日（木）

０～５歳児 20日(水） 25日（水） 22日（水）

母親 19日（木） 16日（木）

20日（金）

24日（金）

母親 9日(月）

母親 21日(木） 9日（木）

ご希望の方は事前に希望時間でお申し込み下さい。

母親 10日(金）

母親 27日（金） 21日（火）

親子 15日（水）

親子 29日（水）

　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　 　　

エプロン・三角巾を持参して下さい。

エコクラブ

きめこみパッチワーク

１０：００～１１：３０

１０：００～１１：００保育園ホール

ママさんクラブ（仮称） お母さんによるお母さんの為のクラブ

　　　　　　　　川頭先生の勉強会　　　　　　　　

ホッとタイム

ヨガ教室

21日(木）　川頭先生の相談室　　 母親 9日（木）13日（金）

ハンドメイド 母親
パステルアート

ヘルシークッキング

体育遊び

お楽しみに♪

マミースクール 今どきのトイレトレーニング わくわくはうす

高見千鶴子先生のヨガ教室 改善センター2階和室

改善センター２階和室

先生との個人相談室 わくわくはうす

西坂知江子先生によるクッキング 改善センター調理室

わくわくはうす集合

１０：００～１１：３０

１０：００～１２：００

わくわくはうす集合

わくわくはうす毎月の誕生児紹介＆おしゃべり会

改善センター2階和室

園庭遊び

おしゃべり会

内村周子先生による体育遊び

１０：００～１２：００

動きやすい格好で来て下さい。裸足で行います。

１０：００～１１：００野菜の苗植え

わくわくはうす

１０：００～１１：００

とけいの製作遊び

ふれあいあそび

雨天延期

時間 備考

青空保育

行事名 対象 内容
日にち

１０：００～１１：３０

場所

託児は改善センター２階和室（小）で行います。
　 勉強会の部屋と隣接しています。

帽子をかぶってきてね♪　　　雨天中止

ひよこ・ちびっこクラブ

ママカフェ

下記２参照

１０：００～１２：００

わくわくはうす

１０：００～１１：３０

わくわくはうす １０：００～１１：３０

１３：００～１４：００

１４：００～１５：００

タオルケット・水筒を持参して下さい。

各1名ずつの2名様に限ります。

１０：００～１１：３０ 下記１参照

託児は改善センター２階和室（小）で行います。
　 勉強会の部屋と隣接しています。

えほんの会 絵本の読み語りや上映会 わくわくはうす １０：００～１１：００

おもちゃ図書館 木のおもちゃで遊ぼう わくわくはうす １０：００～１１：３０

★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。

★行事に参加の場合は、必ず事

前に連絡をして下さい。特にヘル

シークッキングやハンドメイドは、

準備がありますので宜しくお願い

いたします。

★ヨガ教室、川頭先生の勉強会

の時の託児希望の方は、子ども

さんの着替えやおやつ・飲み物

などの準備をお願いします。持ち

物には全て記名をしてください。

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

FAX: ０９５７－４６－１７４４

1．マミースクール ６/１０（金）

いさはや助産所の山口由美子先生を再びお招き

して今回は、日頃疑問が多い、「トイレトレーニン

グ」に関するお話を頂きます。紙おむつ派の方も

布おむつの派の方もどなたでも参加OK☆

排泄面での・・・処理の仕方、便秘についてなどい

ろんなお話も聞けると思いますよ。何か気になるこ

とがあられたら、先生に相談してみてはいかがで

しょう？

今年度も引き続き担当致し

ます、東彼杵中央幼稚園

の米田（よねだ）です！み

なさんのおかげで毎回楽し

い会をさせて頂いています。

みんなで育ち合えるような

場所を一緒に作っていきた

いと思っていますので、どう

ぞお気軽にご参加下さい！

あれやってみたい！と思う

ことや疑問など、何かあり

ましたら米田まで気軽にご

連絡下さいね！

日時 月～金

９：３０～１５：００

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

２、ハンドメイド

★５/20(金） パステルアート
パステルを削ったりしながら、絵を描いていきます。

初心者の方にも簡単に描けて楽しめるそうです♪保

護者の方に講師になって頂きます。（300円徴収）
持参物：カッター・セロハンテープ

★６/２４（金） きめこみパッチワーク
きめこみパッチワークは、縫わずに目打ちできめこ

むだけで、簡単に作れます♪今回は、初級編として、

小さなマグネットを作りたいと思います！

（５0円程度徴収）

持参物：はさみ・目打ち

川頭先生の相談室について

今年度は、月に１回ずつ行います。

子どもさんのことに限らず、家庭のことも

含めて悩みがあったり、不安に思ってい

らっしゃることがあれば、御気軽に相談

されてみてください。新しい考え方に道

が開けてくるかもしれません。

随時、予約受け付けています。


