
　　　　（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。

　　　（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）
つばさ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）

　　　（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　親子）

  　　 （０～5歳児　親子）
その月のお誕生日会と参加者の身
体測定をします。毎月の記録付けに
どうですか？その後は、お茶とお菓子
でゆっくり子育ておしゃべり会。　子
育て相談も受け付けていますよ!!
（お茶代１００円程度）
　　　　

   （1～5歳児　親子）
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）
諫早市のスポーツクラブ内
村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）
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♪　　

　　（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！

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＾）/♪

　　    　　（母親対象）
今回は「完璧な親なんていない（ＮＰ）」のファシリエー
ターの石木典子先生をお呼びして、「あなたあは一
人ぼっちじゃない」をテーマに、パートナー・育児・義父
母の事などを座談会形式で進めていきます。　お子
さんは託児で預かり、大人だけの会です。心の引っ
掛かりを開放しにＮＰにきてみませんか？（お茶代100
円）　　

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。

主に、お母さん向けの会を行っています。為になるお話
講座など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。

　園庭の木々も緑が増えたり、辺りには草花も
芽吹き始めたりと、心地の良い風が感じられる
季節となりました
大人も子どもも色々な場面で新しい環境に触れ
ることの多い季節です。　子育て支援つばさも
春の陽だまりのような、ホッとできる親子の集いの
場にしたいと思います。

　27年４月より、東彼杵中央幼稚園と千綿保育園は｢認定こども園つ
ばさ」となります。　旧幼稚園は「幼児部　森はうす｣　旧保育園は「乳
児部　海はうす」となります。　名称は変わりますが、これまで同様、気
軽に遊びに来てくださいね。



行事名 対象
日にち

内容 場所 時間 備考
4月 5月 6月

ひよこ・ちびっこクラブ １～５歳児

28日(火） こいのぼり製作

わくわくはうす １０：００～１１：３０ お気軽に遊びに来てください♪7日(木） 母の日ペンダント製作

3日（水） 腕時計製作

おあそびパーク 親子
22日(水） 風船遊び

わくわくはうす １０：００～１１：３０ 汚れてもいい服装で来てくださいね♪
27日(水） えのぐ遊び

ホッとタイム 親子 17日(金） 1日(金) 23日(火) 毎月の誕生会・お茶会 わくわくはうす １０：００～１１：３０ 100円徴収します。

体育遊び ０～５歳児 15日(水） 13日(水) 17日(水） 内村周子先生による体育遊び 乳児部海はうす １０：００～１１：００ 動きやすい服装でお願いします。

ヘルシークッキング 母親 14日(火） 19日(火） 24日(水) 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ください。100円徴収します。

ハンドメイド 母親
20日(水） アロマキャンドル作り

わくわくはうす
１０：００～１１：００

下記①参照
16日(火） ビーズリング作り １０：００～１２：００

ヨガ教室 母親 11日(月） 高見千鶴子先生のヨガ教室 改善センター2階和室 １０：００～１１：３０ ヨガマット,飲み物をご持参下さい。

ママカフェ
母親 22日(金）

完璧な親なんていない（NP) 座談会 改善センター２階会議室 １０：００～１１：３０ 下記②参照
母親 5日(金）

エコクラブ
親子 27日(月） あさがおの種まき

わくわくはうす集合 １０：００～１１：３０ 下記③参照
親子 8日(月） 野菜植え

はばたき隊 　親子
8日(金） 彼杵茶市見学 彼杵児童体育館駐車場

１０：００～１２：００ 下記④参照
2日(火） 大村公園しょうぶ見学 大村公園

青空保育
　親子 21日(火） ピクニック わくわくはうす集合 １０：００～１１：３０

雨天時はわくわくはうすにて遊びましょう。
親子 26日(火） アンパンマン号に乗ろう＆園庭遊び わくわくはうす集合 １０：００～１１：００

マミースクール 母親 10日(水） 歯の健康講座 わくわくはうす １０：００～１１：３０ 下記⑤参照

えほんの会 親子 15日(月） 手遊び&読み語りなど わくわくはうす １０：００～１１：００ 読み語りボランティアポケットさんに来て頂きます。

おもちゃ図書館 親子 20日(月） 木のおもちゃで遊ぼう わくわくはうす １０：００～１１：３０ 参加人数より、場所変更あり。ご確認を。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　 　　

★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。

★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。

　　　　　

予約連絡先　　　〒８５９－３９２８
長崎県東彼杵郡東彼杵町
　　　　　　　平似田郷７０２番

認定こども園つばさ　
　　　幼児部　森はうす
　　　　TEL: ０９５７－４７－０６４８
 　　　　

　　　　　

★講師の先生に失礼になりますので
、時間厳守を心がけていただきますよ
う、宜しくお願い致します。

☆ヨガ教室やNP(ママカフェ)
の時の託児希望の方は、子ど
もさんのおにぎりやおやつ水筒、
着替えなどをご準備下さい。
また、持ち物にはすべて記名を
お願いします。

①ハンドメイドについて

★５/２０(水）アロマキャンドル作り
　　　　　先着10名(100円徴収）
虫が嫌がる香りのアロマを使ったキャ
ンドルを作ります。　作り方を覚えて、
自宅でアレンジしてみてはいかがでし
ょう。

★６/１６(火)ビーズリング作り　
　　　　先着10名(100円徴収)
さわやかな色使いのリングを教えてい
ただきます。夏の装いに手作りをプラ
スしてみませんか?初心者向けですの
でお気軽にお越し下さい。　　　　　

②ママカフェについて

★完璧な親なんていない（ＮＰ）
５/２２(金）　６/５(金）
内容は表をご覧下さい。
　　　　　　　（100円徴収）
持参品（託児）
①おにぎり・軽食②水筒
③オムツ④ビニール⑤着替え

＊託児は先着10名です。
＊大人の方は先着13名です。

③エコクラブについて

★４/27(月）あさがおの種まき
わくわくハウスの前にプランターを
置いて、植えます。子育て支援に
来るたび、あさがおの成長が楽し
みになりますね。（100円徴収）

★６/８（月）野菜の苗植え
つばさ園の畑にオクラときゅうりを
植えますよ。先着10名です。
　　　　　　　　（100円徴収）
収穫は実がなり次第順次お知ら
せします。予約の際電話番号を
お知らせ下さい。

＊両活動とも汚れてもいい服装で
、着替えをご用意下さい。

④はばたき隊について
★５/8(金)彼杵茶市見学　集合場所　彼杵児童体育館駐車場
　　　　　　　　　　　　集合時間　９：５０
　雨天時は、わくわくはうすで遊びましょう。

★6/2(火)大村公園しょうぶ見学　集合場所　大村公園売店前
　　　　　　　　　　　　　　 集合時間  ９：５０
　　　　　　　　（持参品　お弁当、水筒、シート、おやつなど）
　　　　　　雨天時は、予約者に後日お知らせします。
　　　　　　　予約の際電話番号をお知らせ下さい

⑤マミースクールについて

★6/10(水)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、簡単なご指導を兼ねてお話いただきます。
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。

 よろしくおねがいします

今年度も引き続き担当させて
いただきます、貢（みつぎ）です。
今年もお友達もお母様も笑顔
溢れる子育て支援にしたいと思
っています。　四児の母としても
皆さんと育ちあいたいと思ってい
ますので、どんどん話しか
　けて下さいね。
 　リクエストもお待ちしてます。

幼児部森はうす
乳児部海はうす
　わくわくハウス


