２０１７年

瀬戸内市牛窓町鹿忍 4455-1
あいあい保育園子育て支援センター
お問い合わせ電話
℡ 080-4152-5591 fax 34-9332

ボールプールの中
をハイハイしたり
ゴロゴロしていい
気分～♡色んな段
差を手や足でしっ
かり踏ん張って探
索していましたね

梅雨の晴れ間からは、真夏を思わせる太陽が輝き、水遊びが気持ちよく感じられる季節とな
ってきました。自然いっぱいのあいあい保育園でこの夏も楽しい遊びを一緒に考えたり体験して
暑さに負けず元気いっぱい遊びましょう(^_^) 支援センタースタッフや保育園の職員、子どもた
ちが笑顔でお待ちしています！まだ利用されたことのない方もお気軽にお越し下さい！
また、夏休み中はご兄弟も一緒に遊びに来てくださいね。

季節の歌や楽器遊び、虫や動
物に変身したリズム遊びで
親子のスキンシップがしっ
かりとれて子ども達の満足
そうな表情が見られました。

カエルになって橋を
渡ったり、ジャンプ
でサーキットにチャ
レンジ！最後は新聞
プールに飛び込んで
楽しみました(^_^)

☆支援センターでは育児相談を受け付けています。
いつでもお気軽にお電話・来園ください。
月曜日～金曜日 ９：００～１６：３０

おままごと大好き♪
お花や葉っぱ、野菜を使
って、お料理に挑戦！
またいっぱいごちそう
作ってね★

☆ｅ-mail・携帯メールは随時受け付けています。

ｅ‐ｍａｉｌ/ａｉａｉ４１５＠ｍｘ９１．ｔｉｋｉ．ｎｅ．ｊｐ
そらまめくんの
ベット気持ちよ
さそうでしたね
ママたちの味付
けで美味しくい
ただきました！

裸足になって砂場で
夢中に遊ぶ子ども
達！作った山にトイ
を乗せてボール転が
しになりました！

月曜日
(9:30～15:00)

携帯/ａｉａｉｓｉｅｎ．4455-1＠ｓｏｆｔｂａｎｋ．ｎｅ．ｊｐ
☆訪問相談もお受けしています。
い つ でもお 気 軽に ご 相談 く だ さ
い。

火曜日

水曜日

木曜日

金曜日

土曜日

(9:30～15:00)

(9:30～15:00)

(9:30～15:00)

(9:30～15:00)

(9:30～15:00)
１日
奉仕作業のため
お休み

３日
七夕飾りを作ろう

４日

プール開き
１０：３０～

５日

６日

７日

８日

七夕飾りを作ろう

七夕誕生会
★給食パーティー★
１０：００～ （要予約）

２・３歳さん集まれ

山・芝生広場

（会の後、プールに入ります）

１０日

１１日

親子クッキング
親子で English
１０：４５～

１０：００～ （要予約）
（七夕カップそうめん作り）
※裏面参照

１７日

海の日 お休み

１８日

牛窓親子クラブさん
利用日

２４日

園庭プール利用日
＆給食試食会
１０：３０～ （要予約）

１２日

０・１歳さん集まれ
（ひんやりマットや、テラス
で水遊びをするよ）

１３日

自由遊び

園庭開放

１４日

１５日

アロマハンド
トリートメントＤＡＹ

山・芝生広場

１０：００～ （要予約）
※水遊びもできます

１９日

２０日

２１日

園庭プール利用日

ベビーマッサージ＆
あいあいカフェ

支援センター前水遊び

（小さいお子さん用の
ミニプールもあります）

※裏面参照

２８日

２７日

楽しいリズム遊び

園庭プール利用日

離乳食講習&試食会
１０：３０～ (要予約)

ミニプールもあります）

保育園体験
９：３０～１１：３０
（要予約）

１０：００～ （要予約）

２６日

（小さいお子さん用の

園庭開放

参加費：５００円 １０組限定

絵本の集い １１：００～

２５日

リトミック♪10:30～

（砂場で泥んこや水遊びをするよ）

（ホールで園児と一緒にお祝い
をしたり会に参加します）

※離乳食（１００円）のみの
試食です。兄弟、大人は

園庭プール利用日
（小さいお子さん用の

２２日

山・芝生広場

園庭開放

２９日
山・芝生広場

園庭開放

ミニプールもあります）

持参して下さい。

３１日

園庭プール利用日
（小さいお子さん用の
ミニプールもあります）

★予約は、TEL もしくは、携帯メールでもお受けしています。日、祝を除いていつでも気軽にご連絡お待ちしています。
★今月から水遊び・プールが始まります。利用されるときは水着、水泳帽、タオル、サンダル、着替え、飲み物を
持ってきてくださいね。お弁当持参可です。

★雨の日は室内での遊びを用意していますので、いらして下さい。

７月１１日（火） １０：００～ （要予約）

♪７月生まれのお友だちの誕生会♪

☆七夕カップそうめんを作ろう☆

７月６日(木) １０時～
月に一度「生まれてよかったね」｢大きくなったね｣と喜びの気持
ちを込めて、お誕生会を開きます。一人ひとりの成長を共に喜び
ましょう。 ７月生まれのお友だち待っています！誕生月でない
方も参加してね。一緒にお祝いしましょう！誕生児にはカードと
写真と冠をプレゼント♪
誕生会の後は、みんなで給食パーティーをしましょう！
★参加費・・・大人３００円 幼児食２００円 離乳食１００円
★予約をお願いします。（限定１０組）
★誕生児のお友だちは予約時にお知らせください。

＜持ち物＞ エプロン、三角巾、マスク、参加費：３００円

７月になり、あいあい保育園もいよいよプール開き！
園庭に大きなプールが設置されます♪支援センターのお友だちも一緒に
プールや水遊びを楽しみましょう。
小さいお友達で、水遊びのみしたい方もぜひ、水着や着替えを持って遊び
に来てくださいね。
【持ち物】
ビーチバック・水泳帽・タオル・着替え・サンダル
水分補給できる飲み物
水着（必要な方は水あそび用の紙パンツ）
★遊びに来られる方は、必ず朝体温を計り、
子どもさんの健康状況に合わせてあそびを楽しんでくださいね。

☆ベビー・妊婦さんにおすすめ☆
≪ベビーマッサージ≫

卵やハムを星の型に抜き、そうめんと具材を交互
にカップに入れて完成！
かわいくて食べやすいので子ども達も
喜ぶと思います(*^。^*)
★クッキングの前に水遊びをするので、
着替えやサンダルを持って来て下さいね

★７月２０日（木）１０：００～

【持ち物】大きめのバスタオル１枚・着替え一式･オムツ・
水分補給用の飲み物･好きなおもちゃ など
ベビーマッサージ後は、カフェをしながら語り合いましょう♥

★参加費･･･５００円★予約をお願いします。（８組程度）
マタニティーの方も大歓迎です（無料）！

☆給食試食会☆

☆乳幼児健診のご案内☆

幼児食、離乳食と言えば…考えすぎたり、これでよいのかと不安に
なったりしますが、大丈夫ですよ！試食のレシピもあります。
食事のことで気になることがあれば、なんでも相談してくださいね。
★７月６日(木) 【メニュー】 誕生会＆給食パーティー
きらきらピラフ・鶏肉の竜田揚げ・短冊サラダ
七夕ゼリー
★７月２４日（月） 【メニュー】 給食試食会
ごはん・トン天・千種和え・トマト・ミニゼリー
★参加費・・・大人（３００円） 幼児食（２００円） 離乳食(１００円)
★持ち物…お茶・フォークやお箸（普段使用しているもの）・エプロン
★予約をお願いします。（限定１０組）
食べ物のアレルギーがあれば、予約時にお申し出ください。

育児をしている方が、いろいろな事情によ
り育児が出来ない時、リフレッシュ等の
時、保育園でお子さんをお預かりする制度
です。同年齢児クラスで過ごします。
ご遠慮なくご利用ください。
☆１日だと１ヶ月１３日以内

利用できます。

半日（4 時間）だと週６日 利用できます。
☆４時間…１０００円

８時間…２０００円

☆申し込み時に印鑑をご持参下さい（要予約）
☆詳しくは当園へお問い合わせ下さい。

☆マイ保育園登録もできます。

会場
瀬戸内市保健福祉センターゆめトピア長船
受付時間 １３：１５～１３：４５
４ヶ月健診･･・・・７月１９日（水）H２９年２月生まれ
1 歳 6 ヶ月児健診･･７月１２日（水）H２７年１２月生まれ
2 歳児健診･･････７月１３日（木）H２７年３月生まれ
3 歳児健診･････７月２６日（水）H２６年１月生まれ
※母子健康手帳をお持ち下さい。
※その他詳しいことは、広報や市からの案内をごらんの上
再度、日時などご確認のうえ、健診に行きましょう。

月１回、お子さんをお預かりして、午前中
の保育園体験を計画しています。
限定５～６人ぐらいで午前中の２時間を
保育園の友だちと同じように過ごすという
ワクワクドキドキの体験です。もちろん不安
な方は親子での参加もお受けいたします！
今月は７月２１日（金）です！
☆対象年齢：１歳半～３歳まで
☆3 回まで利用は無料！！
☆予約をお願いします。
☆持ち物：着替え一式、パンツ
手拭きタオル、帽子

★８月のお知らせ★
７日 親子でＥｎｇｌｉｓｈ
９日 おもちゃの病院
２１日 絵本の集い
２２日 誕生会★給食パーティー
２５日 プール納め★お楽しみ会

