はーとめーる 5 月号
＜５月の予定＞

２０１２年

あいあい保育園 子育て支援センター
＜住所＞瀬戸内市牛窓町鹿忍 4455-1
＜お問い合わせ電話＞
℡ 0869-34-9330 Fax 0869-34-9332

月曜日～土曜日 ９：３０～１４：３０
山々の緑がきれいな季節に

1

火

野菜を育てて食べよう！プロジェクト （今月は苗を植えます）１０：３０～

2

水

こどもの日のお祝い会（ホールにて園児達と一緒に参加しましょう）１０：２０～

3

木

憲法記念日のためお休み

こいのぼりは気持ちよさそうに

4

金

みどりの日のためお休み

空を大きく泳いでいます。

5

土

こどもの日のためお休み

6

日

７

月

なりましたね。あいあい保育園の

支援センターでは５月も親子で楽しめる
企画を予定してお待ちしております。

お休み
海賊船広場で遊ぼう！

また１２日土曜日にはこどもまつり

やぎのめーくんもいるよ♪

★１１：００～

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
１０００円
２０００円
１０００円 ８時間…２０００
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。

要予約１０組

２０１２もあります。

☆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

8

火

給食試食会

9

水

★もーちゃんサロン絵本の読み聞かせ１０：３０～ ★母の日のプレゼント作り

10

木

大型ソフト積み木で遊ぼう

11

金

★移動図書館９：２０～ ★母の日のプレゼント作り

12

土

★★★こどもまつり２０１２（元気なお友だちみんな集まれ～♪）★★★

13

日

14

月

親子でクッキング！ 手作りマヨネーズでサンドイッチ作り １０：３０～

要予約

15

火

こころ先生のベビーマッサージ１０：３０～

要予約６組

16

水

ことは先生のリトミック♪ １０：３０～ ★歌に合わせて楽しく体を動かそう！

17

木

海賊船広場であそぼう

18

金

自由あそび（室内や園庭で好きなあそびを楽しんでね）

19

土

自由あそび（室内や園庭で好きなあそびを楽しんでね）

20

日

お休み

21

月

★ちまちどんどんさん絵本の読み聞かせ１１：００～ ★身体計測

22

火

５月生まれのお友だちの誕生会（給食パーティでお祝いしましょう♪） １１：００～

23

水

親子でＥｎｇＩｉｓｈ！ １０：４５～

今年もあいあい保育園でこどもまつりを開催します。今年も地域とのつながりを深め、地域ぐるみで

24

木

制作あそび（おりがみであそぼう）

子育てを楽しもうとの思いを込めて開催しようと思います。

25

金

自由あそび（室内や園庭で好きなあそびを楽しんでね）

赤ちゃんが遊べるコーナーやハイハイレース、巨大迷路やバルーンアート、昨年好評だったフォトコ

26

土

自由あそび（室内や園庭で好きなあそびを楽しんでね）

ーナー（衣装に着替えての写真撮影）など、家族で楽しめるコーナーや美味しい物がたくさんのフー

27

日

お休み

ドコーナー（フードコーナーではチケット制のものと現金のものとがあります。チケットは当日券も用意

28

月

親子でクッキング！ 粉寒天で子どもも喜ぶ紅茶ゼリー作り１０：３０～

29

火

制作あそび (かえるを作ってお部屋に飾りましょう♪)

楽しいステージもあります。あいあいレンジャーも待ってるよ！！

30

水

制作あそび (かえるを作ってお部屋に飾りましょう♪)

支援センターの方もぜひご家族そろってお越しください。お待ちしております。

31

木

フェリーに乗って犬島に行こう！

要予約

ぜひ、ご家族やお友だちと一緒に
遊びに来てください。

ｅ‐ｍａｉｌ/ａｉａｉ４１５＠ｍｘ９１．ｔｉｋｉ．ｎｅ．ｊｐ

要予約

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。

お休み

★予約はすべて、ＴＥＬもしくは、携帯メールでお受けしています。

☆ｅ-mail・携帯メールは随時受け付けています。

★過ごしやすい季節になりました。室内や海賊船広場でしっかり遊べるよう、お弁当や軽食を持っ
てきてくださっても構いません。しっかり支援センターをご利用ください。
★支援センターに遊びに来られる時には動きやすい服装で、帽子やお茶、タオルなど持ってきてく
ださいね。

要予約１０組

要予約

要予約

☆２０１２年 5 月１２日（土） １０：００～１３：００

★雨天の場合は翌日延期

しています。また、チケットを事前に購入されたい方は、園の方へご連絡下さい。）

５月２３日（水）１０時４５分～
５月２２日(火)

１１時～支援センター

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。 お誕生日のお友だち
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！
誕生児には写真入りカードと冠をプレゼント♪
誕生会後、みんなで給食パーティーをしましょう。
★参加費…幼児食(親子で５００円)
離乳食(親子で４００円)
★予約をお願いします。
★誕生児のお友だちは予約時にお
知らせください。

５月１５日(火) １０時半～
今回は③全身です （全③回あります）
ベビーマッサージは赤ちゃんの発達にとって、
とても良い働きをするようです。
親子でリラックスできる時間を作っていきたい
と思っていますので、ぜひ御参加ください。
終わった後も、紅茶とお菓子でリラックスしま
しょう。

絵カードを見て発音したり、英語
の絵本をみたり･･･♪小さい頃か
ら英語の発音に聞き慣れている
と、自然に耳に入ってくるのでい
いみたいですよ。大人も楽しめま
すよ。
毎回０歳～４歳まで幅広く参加
してくださっています。ぜひ遊び
に来てくださいね。
★予約をお願いします。

★★３回目の今回は親子で写真を撮ってプレゼ
ントします＊お楽しみに♪

★【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
★参加費・・・５００円
★予約をお願いします。（限定６組）
マタニティーの方も参加 OK です（無料）！

☆給食試食会☆

ニック・シャーバと
申します。
小さなみんなが早く
から本物の英語に触
れ、学んでいくこと
で、これが将来のみ
なさんの活躍につな
がるお手伝いになれ
ばと思います。

「これって甘え？それともわがまま？」そんな風に「甘え」で悩んでる
方が多いのではないでしょうか？
３歳頃までは「わがまま」の心配はしなくても大丈夫！「正直な気持
ちをぶつけている」と考えてあげましょう。ありのままの子どもの感情
や気持ちをしっかりと受け止めていくことで、子どもの自尊心が育ちま
す。自尊心が育つと「がまんする」というような自分の欲求をコントロ

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。栄養士さんも参加します。

＊母の日のプレゼント作りは子どもと一緒
にエプロン作りをしようと思います。

ールする力も育っていきます。今は子どもの純粋な気持ちを１００％
受け入れ、たっぷり甘えさせて大丈夫です！！

出来上がったエプロンにタンポでポンポ
★ ５月 ８日 (火)
【メニュー】
ごはん＊魚の竜田揚げ＊コロコロチーズのカレーサラダ
トマト＊バナナ
★参加費・・・幼児食(親子で５００円)
離乳食(親子で４００円)
＊離乳後期の方は幼児食料金とさせていただきます。
★持ち物…お茶・フォークやお箸・エプロン
★予約をお願いします。
食べ物のアレルギーがあれば、予約時にお申しください。
予約は携帯メールでもできます。

メールアドレス/
メールアドレス/ａｉａｉｓｉｅｎ．4455
ａｉａｉｓｉｅｎ．44554455-1＠ｓｏｆｔｂａｎｋ．ｎｅ．ｊｐ

ン模様をつけて、オリジナルエプロンを
作りましょう。（材料代３００円）
＊ 親子でクッキング！
参加費は親子で５００円です。
前日までに予約をお願いします。
＊３１日は法伝港からフェリーに乗って犬
島へ行こうと思います。１０：１５までに
あいあい保育園にお集まり下さい。
（１１：００法伝港発⇒１４：００犬島発）
お昼の用意をお願いします。
フェリー代：大人３００円（片道）
雨天の場合は中止です

☆乳幼児健診のご案内☆
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
４～5 ヶ月健診･･･５月１５日（火）H２３年１２月生まれ
9～10 ヶ月健診･･５月１６日（水）H２３年８月生まれ
1 歳 6 ヶ月児健診･･５月９日（水）H２２年１０月生まれ
2 歳児健診･･････５月１７日（木）H２２年１月生まれ
3 歳児健診･････５月２３日（水）H２０年１１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、健診に行かれてください。

