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月日の経つのは早いものです。今年のカレンダーも最
後の１枚となりました。寒さもいよいよ本格的になってき
ましたね。１２月は子ども達が楽しみにしている餅つき
やクリスマスなどのイベントも盛りだくさんですが、お母
さん方はその準備に忙しく、また今年１年を振り返る１２
月でもありますね。「師走（師が走る）」という字のごとく、
時が足早に過ぎて行く中で、残りの日々を子ども達と楽
しく過ごせるように、また、新しい気持ちで新年を楽しく
迎えられるように一緒に子ども達を見守っていきましょう

朝すっきりと目覚められない、夜中に何度も目が覚めてしまうなど、現在睡眠に不満をかけている人は

国民の約６０％といわれています。その悩みも睡眠時間を十分にとれない「睡眠不足」や、寝つきが悪

い、眠りが浅いといった「不眠傾向」などさまざまです。一方、実はよく眠れているのに眠れていないと感

じてしまい、それがストレスになっている人も。快眠を目指しましょう。 （健康情報誌ライフ 参照）

①★1/16(木）コーナー遊び
「またやりたい！」というご要望に応えて、第２弾を実施しま

す！はさみ・おはし・ボタン・ひも通しなど、指先遊びをメ

インに遊びます。またこの機会に練習してみませんか？

★２/１３（木）親子で木工教室
簡単な木のおもちゃを一緒に作りましょう。初めての作業もお

母さんやお友達となら、楽しいですね。

（持参物：かなづち)

②パパカフェについて

★２/８（土）
前回に引き続き、３回目を行いたいと思います。

今回は、お父様・お母様・お子様とみんなで

一緒に楽しく遊ぶ時間も設けたいと思っていま

すので、お気軽にご参加いただきたいと思いま

す♪お子様が在園児の方、在園児でない方ど

なたでも参加ＯＫですよ。

川頭先生と色々なご家族交えた楽しい会にした

いと思います。

詳しくは、後日おたよりを配布予定です。

お楽しみに♪

ちわた

歯科



１月 ２月 ３月

16日（木）
１3日（木）

３日（月）

母親 22日（水）

親子 ８日（土）

親子 25日（火） 1９日（水）

親子 27日（木）

０～５歳児 29日(水） 12日（水） 12日（水）

母親 17日（金） 28日（金） 25日（火）

15日（水）

1８日（火）

母親 27日（月） 24日（月）

母親 １３日（木）

21日（火）

10日（月） ７日（金）

30日（木）

27日（木）

３１日(金）

母親 20日（木）

（親子） 21日（金）

18日（火）

親子 28日（金）

親子 10日（金） 5日（水）

5日（水）

26日（水）

親子 24日（金）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　 　　

防寒してきてくださいね♪１０：００～１１：３０わくわくはうすもち焼き会おあそびパーク

表記②参照わくわくはうす １０：００～１１：３０

９：３０～１１：００

わくわくはうす

１０：００～１２：００

保育園園舎

表記③参照

下記⑦参照

９：３０～１１：３０
下記⑧参照

１０：００～１１：００

左記④参照

１０：００～１２：００

わくわくはうす

青空保育

はばたき隊！

保育園ホール

わくわくはうす先生との個人相談室1３日（木）

お花見に行こう

レッスンバック作り

エコクラブ
エコニコフリーマーケット

ピザ作り

大村公園Ｐ集合

わくわくはうす

わくわくはうす

親子
みそ作り

下記⑥参照

親子ヨガ

１０：００～１１：３０ 下記⑤参照
わくわくはうす集合

１０：００～１１：００

キャンドル作り

マミースクール 親子
リトミック

ホッとタイム

パパカフェ

コーナー遊び

スノードームを作ろう

ひなまつり製作遊び

１０：００～１１：３０

わくわくはうす

1月・２月誕生会は合同でします。（100円徴収）

エプロン・三角巾を持参して下さい。（100円徴収）

動きやすい服装でご参加下さい。裸足で行います。

１０：００～１１：００

１０：００～１１：００

英語ソング・カード遊びなど楽しい遊びをします。

１０：００～１２：００

備考場所

１０：００～１１：３０わくわくはうす 表記①参照

ブックカバー作り

わくわくはうす

時間

22日(水）

託児は同室で行います。持参物をご確認下さい。

各1名ずつの2名様に限ります。

わくわくはうす

ご希望の方は事前に希望時間でお申し込み下さい。１３：００～１４：００

１４：００～１５：００

ヨガマット（ﾊﾞｽタオル可）・飲み物を持参下さい。改善センター2階和室

わくわくはうす

１０：００～１２：００お楽しみに♪

体育遊び

ハンドメイド

改善センター調理室

　　　　　　　　川頭先生の勉強会　　　　　　　　

１０：００～１１：３０

１０：００～１２：００

ヨガ教室 高見千鶴子先生のヨガ教室

親子体験教室 親子
0,1歳児クラス

内容日にち

えほんの会 えほんの読み語り

2,3歳児クラス

母親

西坂知江子先生によるクッキング

茶話会

ヘルシークッキング

お楽しみに☆

行事名 対象

内村周子先生による体育遊び

親子で木工教室

毎月の誕生会・お茶会

ママカフェ

　川頭先生の相談室　　 母親

ひよこ・ちびっこクラブ １～５歳児

英語であそぼう

★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。
★ヨガ教室や川頭先生の勉強会の時
等の託児希望の方は、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。

★川頭先生勉強会の持参物
クレパス・はさみ・のり・筆記用具

コラージュ用雑誌（写真や絵がたくさん

記載されているものがいいです）

★キャンセル待ちの方がいることがあり

ますので、キャンセルはお早めにご連

絡下さい！時間厳守を心がけて頂きま

すよう宜しくお願いします。

④マミースクール
★1/21（火）リトミック
日本音楽脳育協会の中村先生に来て
頂きます。前回は、ベビーマッサージ
やタッチケアでお世話になりましたが、
今回はリトミック！楽しく体を動かしま
しょう♪動きやすい格好でご参加下さ
いね。
（持参物：飲み物）

★2/10（月）・3/7（金） 親子ヨ
ガ
毎回楽しい会で大好評です♪親子で
楽しくからだを動かしてみませんか？
５組限定です。
動きやすい格好でご参加さい。

持参物：ﾊﾞｽタオル・飲み物

③ハンドメイドについて
★1/15（水）ブックカバー作り
ブックカバーに限らず、手帳のカ

バーなど自分のお好みのものに合

わせて作ってみてはいかがです

か？オリジナルのものを一緒に楽し

く作りましょう。
（持参物）・裁縫道具

・お好みの布
・レースなどの飾り

★2/18(火）スノードームを作ろう
スノードームとは、透明な入れ物の

中で雪が降っているような風景が見

られるものです。お土産やおもちゃ

として売られていますが、自分で作

ることができます。作ってみません

か？

⑧親子体験教室について
当園の教室に親子で参加できます。お子様と
同年齢のクラスに入り、園での活動を実際に体験する
ことができます。
★２/５（水）0歳児（Ｈ２４.４～Ｈ２５.３生まれ）2名

1歳児（Ｈ２３.４～Ｈ２４.３生まれ）2名
★２/２６（水）2歳児(H２２.４～Ｈ２３.３生まれ）2名

3歳児（Ｈ２１．４～Ｈ２２.３生まれ）2名
２．３歳児のみ給食試食があります。(給食代100円）
尚、兄弟が当園に通園していない方、未体験の方が優
先となりますのでご了承下さい。

予約受付：１/１４（火）１０:００～お電話のみの受付です。

⑦青空保育について
★３/２８（金）
お花見に行こう！
（大村公園正面売店前集合）
さくらの名所１００選の桜を
見に行きましょう♪
雨天の場合は、わくわくハウ
ス集合で、１１：３０終了予定
で遊びます。
（持参物）お弁当・水筒・お
やつ・帽子・敷物・ゴミ袋
など

★2/27（木）ﾆｺﾆｺﾌﾘｰﾏｰｹｯﾄ
今回は、出品が原則とはせず、誰

でも参加ＯＫ！現在、色々な所か

ら子供服、絵本などが届いていま

す。集まった商品数と参加人数に

より、お１人様の買い物数をこちらで

決めさせて頂きます。参加の方に

は、当日買い物チケットをお配りい

たします。この機会に、ご自宅に

眠っている物をご持参下さい！たく

さん募集していますので、よろしく

お願いいたします♪

参加の方はご予約を！

⑥はばたき隊について
★1/31（金）ピザ作り
ﾄﾄﾛのﾋﾟｻﾞ釜でおいしいﾋﾟｻﾞを作りましょ

う！お好みのﾄｯﾋﾟﾝｸﾞがあればご持参下さ

い。（材料費:２００円 ｴﾌﾟﾛﾝ,三角巾持参）

★2/20（木）21日（金）ﾚｯｽﾝﾊﾞｯｸﾞ作り
持参物：お好きな布（内布用、キルト布各１
ｍ）、アクリルテープ（持ち手の部分35㎝2

本）、裁縫道具・ミシン

※レースや飾りなどお好みでご持参下さい。

★3/１８（火）キャンドル作り

香りをつけたいときは、お好みのオイル

をご持参下さい。

⑤エコクラブについて

★1/30（木）みそ作り
今回も生田先生宅で、愛情

いっぱい無添加手作りみそを作

ります。未体験の方が優先とな

ります。

※手に傷がある方、マニキュ
ア等は、衛生上ご遠慮下さい。
持参物：ｴﾌﾟﾛﾝ・三角巾

材料費：100円(１５名限定)
時間になったら出発しますので、
時間厳守をお願いします。


