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

毎日暑い日が続いていますね。本格的な夏の到来です！夏ならではの遊びをしっか
り楽しんだり、山に、海にと、自然に触れ合う機会が多くなると思います。遊んだ後は十分
な水分や休息をとり、暑さに負けない体づくりをしましょう。
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。

☆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
☆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
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。

しゃぼんだま♪に合
わせて楽器遊びをし
たり、エビカニクス
の音楽に合わせてバ
ルーンあそびや踊り
をして子ども達はも
ちろんお母さん達も
一緒に盛り上がりま
した(*^。^*)

(9:30～15:00)

８月１８日（金）
テラスと芝生で水遊びが
始まりました！小さいお
友だちはウォーターベッ
トでゆらゆら揺れる感覚
を楽しみました。プールあ
そびでは牛乳パックで水
を流したりタライをイカ
ダにして子ども達が色々
考えながら遊んでいます。

赤ちゃん大集合
で癒されました
♡ママにしっか
り触れてもらっ
てとっても気持
ちよさそうな表
情が見れました

月曜日

）きりちゃんのスクラップブッキング
１０：００～ （要予約）

カラフルペーパーやステッカーを貼って思い出にぬくもり
を添えて残せる写真たてを作ります♡初心者の方でも出
来る内容なので、ぜひご参加下さい！
＜持ち物＞飾りたい写真１～２枚 ＜参加費＞ ５００円

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)

４日

５日

１日

２日

３日

自由遊び

プール・水遊び

プール・水遊び

プール・水遊び
＆給食試食会

山・芝生広場

園庭開放

１０：００～ （要予約）

７日
親子で English
１０：４５～

１４日
お盆 お休み

８日

２・３歳さん集まれ
絵具でダイナミックックに
お絵描きしよう！
持ち物：水遊びセット

１５日
山・芝生広場

園庭開放

９日

１０日

おもちゃの病院
壊れたおもちゃがあったら
持って来てね！

１６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）

プール・水遊び

１７日

親子クッキング
１０：００～ （要予約）

１１日

山の日 お休み

１２日
お盆 お休み

１８日

きりちゃんの
スクラップブッキング

１９日
山・芝生広場

園庭開放

１０：００～ （要予約）
※上記参照

２１日

２２日

プール・水遊び

離乳食講習&試食会
１０：３０～ (要予約)

絵本の集い １１：００～

※離乳食（１００円）のみの
試食です。兄弟、大人は

２３日

２４日

８月生まれの友だちの
誕生会★給食パーティー

保育園体験

１０：３０～ （要予約）

９：３０～１１：３０
（要予約）

３０日

３１日

持参して下さい。

２８日

アロマハンドトリートメント
＆あいあいカフェ
１０：００～ （要予約）
参加費：５００円

２９日
楽しいリズム遊び
リトミック♪10:30～

自由遊び

ベビーマッサージ
１０：３０～ （要予約）
※裏面参照

２５日

２６日

プール納め・お楽しみ会
１０：００～ （要予約）

山・芝生広場

参加費３００円

そうめん流しをします。おにぎ
りが必要な方は持参下さい。

９/１日

あいあい わくわく
子育て広場であそぼ！
１０：００～１１：００
山遊び・水遊びなど自然の中
でゆったり遊びましょう！

※水遊びできます

★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。
★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。

園庭開放

８月１７日（木） １０：００～ （要予約）

♪８月生まれのお友だちの誕生会♪

☆夏野菜カレーを作ろう☆

８月２３日(水) １０時半～
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。 ８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。

☆ベビー・妊婦さんにおすすめ☆
≪ベビーマッサージ≫

★８月３１日（木）１０：３０～

【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、ティータイムをしながら語りましょう♥

★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☆

夏野菜をたくさん入れて子ども達の大好きな
カレーパーティーをしましょう(*^。^*)
★カレーを煮込む間、水遊びをするので、水着、
着替え、サンダルを持って来て下さいね
＜持ち物＞ エプロン、三角巾、マスク
＜参加費＞ 子ども一人 １００円 ・ 大人２００円

園庭に大きなプールが設置されます♪また支援センターにも小さい子ども
たちが楽しめる小プールや水遊びを用意してます。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。

☆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。
★８月４日(金) 【メニュー】 誕生会＆給食パーティー
麦ごはん・若鶏と大豆の香り和え・サマースープ・ゼリー
★８月２３日（水） 【メニュー】 給食試食会
鮭寿司・ひりょうず・青菜ともやしのおひたし・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）

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･･・・・８月１６日（水）H２９年３月生まれ
1 歳 6 ヶ月児健診･･８月９日（水）H２８年１月生まれ
2 歳児健診･･････８月１０日（木）H２７年４月生まれ
3 歳児健診･････８月２３日（水）H２６年２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。

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。

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８月２４日（木）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、プールセット

★９月のお知らせ★
１日 あいあい わくわく
子育て広場であそぼ！
４日 親子でＥｎｇｌｉｓｈ
１３日 絵本の集い
１４日 誕生会★給食パーティー

