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TEL：0957-47-0648
FAX：0957-46-1744

菜の花の黄色いかわいいお花が、とても気持ちよさ
そうにゆらゆらと揺れています。園や園周辺の桜の
木も満開になりました。とってもきれいです♪
園の子ども達もひとつお姉ちゃん、お兄ちゃんにな
り、うれしい気持ちでスタートを迎えました。
どんな１年になるでしょう？子ども達の１年の成長は
、大きいものなので、とても楽しみですね。
これからも子ども達の楽しい生活が送れる手助けが
出来るよう、子育て支援 つばさは、４月からも元
気にスタートします。、どうぞよろしくお願いいたし
ます！

（1～5歳児 親子）
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
。

（０～5歳児

親子）

その月のお誕生日会をしています
。誕生月の方はお知らせ下さい。
会後は、お茶を飲みながらのおし
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）

（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）

（1～5歳児

（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）
日頃の育児の悩みや疑問、子どもの話、夫婦
の話、色々なお話が飛び交う楽しい場所です
♪
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。一緒にお茶を飲みながら、楽しいお
話しませんか？お気軽にご参加ください。

主に、お母さん向けの会を行っています。為にな
るお話講座をしたり、親子ヨガでリフレッシュした
り、毎回色々な会になっています。人数が制限さ
れることもありますので、お早目の予約をお勧めし
ます。

（母親対象）

（1～5歳児

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♪
（材料費 100円程度）

親子）

（０～5歳児

野菜作りやリサイクル活動な
ど入れていくつもりです。今
年度も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）

絵本の読み語りを行ったり
、DVD上映会を行っていま
す。時々、絵本侍さんにも
お越しいただいています。
みなさんのおすすめの本は
何ですか？
教えてくださいね♪

親子）

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！

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。

（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きます。木
のおもちゃをたくさん用意してい
ただきますよ♪ 遊びに来て
ね！

お母さん主体の会で、やりたいことを話し合いながら、
毎回楽しく活動しています。いろんなことをしていますの
で、活動をチェックして、お気軽に遊びに来てください
。

室内遊びや戸外での遊びなど色々な遊びを取り入れて
、親子で楽しく遊べる場を作っていきたいと思います。
遊び足りない！というお子様は是非遊びに来てください
ね（＾O＾）/♪

★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。
★時間厳守を心がけて頂きますよう
宜しくお願いします。特に講師の先
生が来られるときはお願いします。
★行事に参加の場合は、事前に
担当の米田まで予約（47-0648）を
お願いします。

1. おあそびパークについて
★5/9(金）彼杵茶市見学

行事名

対象

ひよこ・ちびっこクラブ

１～５歳児

ママカフェ

母親

おあそびパーク

親子

ホッとタイム

親子

体育遊び

０～５歳児

ヘルシークッキング

母親

ハンドメイド

母親

ヨガ教室

母親

川頭先生の勉強会

母親

先着１０名様までとさせて頂きますので、ご了
承下さい。
川頭先生の相談室
集合場所：彼杵児童体育館駐車場

（体育館玄関前９：５０集合）

15日（木）

内容
こいのぼり・かぶと作り
団子作り

29日（木）

おしゃべり会

わくわくはうす

９日（金）

彼杵の茶市見学

駐車場集合

わくわくはうす解放日

わくわくはうす

５月

24日（火）

親子

はばたき隊！

母親

えほんの会

親子

マミースクール
おもちゃ図書館

託児は同室で行います。

１０：００～１１：３０

左記１参照
誕生者ではない方も参加OKです！

内村周子先生による体育遊び

18日（金） 23日（金） 20日（金） 西坂知江子先生によるクッキング 改善センター調理室 １０：００～１２：００ エプロン・三角巾を持参して下さい。（100円徴収）
１３日（金）
26日（月）
24日(木）
26日(木）

25日（金）

簡単フォトフレーム作り

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

お楽しみに♪

27日（火）

わくわくはうす

大村公園花しょうぶ見学

現地集合
わくわくはうす

６日（金）

えほんの読み語り

親子

１０日（火）

親子

30日（月）

１４：００～１５：００

各1名ずつの2名様に限ります。

下記３参照

１０：００～１２：００

下記４参照

わくわくはうす

１０：００～１１：００

えほんの読み語りやDVD上映をします。

歯の健康講座

わくわくはうす

１０：００～１１：００

下記５参照

木のおもちゃで遊ぼう♪

わくわくはうす

１０：００～１１：３０

お友達と一緒にご参加どうぞ（＾。＾）

４．はばたき隊！について
★５/２７（火）
大村公園花しょうぶ見学

桜の次はつつじ・しょうぶの時期です
お好みの布（４０×４０）
ね！お友達と一緒に散策して楽しみまし
ひもやリボン、他飾りなどをお好みでご持参下さい。
ょう。
持参物：お弁当,水筒,敷物,おやつ等

３、青空保育について

★5/13(火）園周辺のお散歩
園の周りを歩きます♪
園のポニーや池のこいへの
えさやりも一緒にしましょう！

１３：００～１４：００ ご希望の方は事前に希望時間でお申し込み下さい。

わくわくはうす集合 １０：００～１１：００

ホットケーキ作り＆おしゃべり会

広い園庭でみんなで自由に遊びましょう♪
アンパンマン号にも乗って遊べますよ。
帽子をかぶってきてね。

１０：００～１１：３０ ヨガマット（ﾊﾞｽタオル可）・飲み物を持参下さい。

わくわくはうす １０：００～１２：００ 託児は同室で行います。持参物をご確認下さい。

17日（火）
１７日（木）

下記２参照

１０：００～１２：００

園庭遊び・アンパンマン号に乗ろう♪
わくわくはうす集合 １０：００～１１：３０
園周辺お散歩

13日（火）

★4/25（金)園庭遊び・アンパンマン号に乗ろ
う！

東彼杵中央幼稚園

１０：００～１１：３０

１０：００～１１：００ 動きやすい服装でご参加下さい。裸足で行います。

持参物：裁ちばさみ・手芸用わた

TEL: ０９５７－４７－０６４８

１０：００～１１：３０

保育園ホール

２、ハンドメイドについて

�〒８５９－３９２８
長崎県東彼杵郡東彼杵町
平似田郷７０２番

わくわくはうす

1６日(水） 21日（水） 1１日（水）

ダンボールに布を貼って、簡単にフォトフレームを作ります。

予約連絡先

備考
持参する物はありません（^^）
手ぶらで遊びに来てください。

１０：００～１１：３０

野菜の苗植え

青空保育

時間

わくわくはうす

１日（木）

★6/24（火）わくわくはうす解放日

場所

30日（水） 20日（火） 19日（木） 毎月の誕生児紹介＆おしゃべり会

先生との個人相談室

親子

ちわた
歯科

６月

22日（火）

24日（木） 29日（木） 26日（木）

エコクラブ

予約はいりません。

日にち

母親

雨天時は、わくわくはうすで遊びます。

梅雨の時期、おうちで遊んで
ばかりになりがちですよね。
そんな時にちょっと遊びに
出かけられるように、わくわく
はうすを解放します！
ここなら、お友達と会って
遊べますよ♪どうぞお友達を
お誘いの上、ご参加下さい。

４月

★６/１７（火）
ホットケーキ作り＆おしゃべり会
ホットケーキを焼いてみんなで食べま
す！お好みのトッピングを持参しても
OK！おしゃべりしながら、お母さん方も
楽しんでほしいと思います。

5.ﾏﾐｰｽｸｰﾙについて
★6/10（火）歯の健康講座
歯の衛生週間にちなみ、園医のち
わた歯科の先生にお越し頂き、歯
についてのお話をしていただきます
。以前、園の子ども達へもわかり
やすく、楽しくシアターなどを使っ
てお話をしていただきました。今回
は、親子に向けて、簡単なご指導
兼ねて、楽しいお話を頂きま
す。１０名様までとなり
ますのでご了承下さい。
ご予約お待ちしています。

今年度も引き続き担当させて
いただきます、米田
（よねだ）です！今年
も子どもたち、お母
様方と一緒に、たの
しい会を作ってい
きたい思います♪
どうぞ、よろしく
お願い致します。
やってみたいこと
がありましたら、
是非お気軽にお
知らせ下さいね！
みんな、遊びに
きてね～♪

