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戸外遊びが楽しく、元気いっぱいに遊んでいます。色んな種類の花が咲き、花に興味のある子は匂いも楽しん
でいました。もうすぐで梅雨入りですね。梅雨の楽しみを探しながら過ごしていきたいですね。今月は室内でも
できる遊びも用意していますので是非お出かけください。 

☆公園で遊ぼう（桃田運動公園）☆ 
ツツジの花もきれいに咲き、匂いを楽しんだりとみんな大喜びでした！！ 

☆１歳児親子のつどい☆ 
う～ん！おいしいっ！！ 

シャボン玉で遊びました♪ 
☆０歳児親子のつどい☆色んな話をして過ごしました。 

ジャンボブロックで
遊びました！ 
すべり台や車を作っ
たよ！！ 

☆泥団子作り☆ 
上手に丸くできる
かな！？ 

天気の良い日に木陰でお弁当を食べました！ 
お外で食べると更においしく感じるね！ 

☆エプロンくらぶ☆ 
グリーンピースのケーキとそら豆と春雨炒めを作りました！ 



 

 
 
 
 

  時 間 活 動 内 容 会 場 

１ 水 ９:00～1４:00  メープル広場 

２ 木 ９:00～1４:00 さつま芋の苗を植えよう！！10:00 に園庭集合です！ 敬愛子ども農園 

３ 金 ９:00～1４:00  メープル広場 

４ 土 10:00～11:00 わらべうたのつどい☆楽しい時間を過ごしましょう！ 敬愛保育園 

５ 日    

６ 月 ９:00～1４:00  メープル広場 

７ 火 ９:00～1４:00 １歳児親子のつどい☆身体測定をしよう！ 敬愛保育園 

８ 水 ９:00～1４:00 ０歳児親子のつどい☆離乳食話・展示 敬愛保育園 

９ 木 ９:00～1４:00 誕生会（11 時～）☆わらべうた・パネルシアターがあります！ メープル広場 

10 金 ９:00～1４:00 公園で遊ぼう！！楽しい時間を過ごしましょう♪ 山の上展望公園 

11 土    

12 日    

13 月 ９:00～1４:00 ポコポコくらぶ（妊婦さんのつどい） メープル広場 

14 火 ９:00～1４:00 小麦粉粘土で遊ぼう！！ メープル広場 

15 水 ９:00～1４:00 ２歳児以上親子のつどい☆風船で遊ぼう！ 敬愛保育園 

16 木 ９:00～1４:00 手作りおもちゃのつどい☆水遊びのおもちゃを作ろう！！ メープル広場 

17 金 ９:00～1４:00  メープル広場 

18 土    

19 日    

20 月 ９:00～1４:00 エプロンくらぶ☆かぼちゃのポタージュを作ろう！！ 敬愛保育園 

21 火 ９:00～1４:00 １歳児親子のつどい☆ジャンボブロックで遊ぼう！！ 敬愛保育園 

22 水 ９:00～1４:00 ０歳児親子のつどい☆助産師参加 敬愛保育園 

23 木 ９:00～1４:00 誕生会☆わらべうた・パネルシアターがあります！ メープル広場 

24 金 ９:00～1４:00  メープル広場 

25 土    

26 日    

27 月 ９:00～1４:00  メープル広場 

28 火 ９:00～1４:00 七夕飾りを作ろう！！ メープル広場 

29 水 ９:00～1４:00 ０歳児親子のつどい☆お母さん同士仲良くなりましょう！ 敬愛保育園 

30 木 ９:00～1４:00  メープル広場 

＊全プログラム、好きな時に来て、好きな時に帰る、自由な広場です。 

＊メープル広場はどなたでも参加できます。お弁当持参もＯＫです。 

園舎隣接の建物１Ｆです。 

＊晴れた日の午前中は園庭開放・プール開放もおこなっています。 

＊0・1・2 歳のつどいは、9:00～11:30 までで敬愛保育園のホールで行っ

ています。 

 



 
 
 
 
 

 
 

 
          

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

サークル名 日 時  間 場  所 活 動 内 容 

立願寺子育て交流会 11 日(土) 13:30～15:00 下立願寺公民館 おにぎり作り 材料代 100 円 

糠峯キッズ 17 日(金) 10:00～12:00 糠峯団地集会所 骨盤体操、健康体操 

伊倉子育て広場 17 日(金) 10:00～11:30 伊倉隣保館 七夕飾り作り 

まろかキッズ 8 日(水) 10:00～12:00 松木公民館 交通安全ビーズマスコット作り 材料費200円(会員無料)

三ツ川子育てサークル 30 日(木) 10:30～12:00 三ツ川小学校内 七夕飾り＆ネックレス作り 申込制 材料費 200 円 

ふれ愛一本松交流館 毎週月～土＊水…休館 10:0～18:00 一本松団地 楽しくあそびましょう。 

９日（木）２３日（木） 
１１時から親子わらべうた遊びや誕生会、パネルシ
アター（もしくはエプロンシアター）があります。 

 
 
 
８日（水）10 時 30 分より栄養士による離乳食の話・
展示があります。自由に質問もできます。 
２２日（水）９時 30 分より助産師の大山さんが来
られます。相談、体重測定もできます。 
お母さんたち同士でおしゃべりしながら、ゆっくり
した時間を過ごしましょう。 
 
＊駐車場は、奥からつめて停めて頂くようご協力お願
いします。 

 

 

  

 
20 日（月）10 時から、敬愛保育園で親子クッキン
グをします。今回は、かぼちゃのポタージュを作
ります。 
 対象：２歳児以上の子どもと保護者 
材料費：300 円 
持ち物：エプロン、三角巾（バンダナでも可） 
 先着 10 組ですので、ご予約をお願い致します。 
 出来上がったら、みんなで食べましょう！ 

 

 

日時：６月 10（金） 10 時 30 分～ 

場所：山の上展望公園  ＊現地集合 
＊昼食の持参・解散は自由です。 
＊場所が分からない方は、敬愛保育園に 10 時 10 分まで
に来て下さい。 
＊雨天時は、メープル広場にて遊びましょう！ 

 

 
５月下旬から泥んこ遊びを計画しています。 
６月中旬からは、10:30～11:00 の間プール開放を行い
ます。ぎょう虫検査（120 円でできますので、スタッフ
まで）で異常なかったお友達は、水着（短パンでも可）
タオル・水筒を持って来てください。 

 

 
 
 
１３日(月)にメープル広場でポコポコくらぶがありま
す。子ども用のスタイや、靴カバーなど作品を展示し
ています。色んなお話を楽しみながら作ってみません
か？妊婦さんだけでなく、誰でも参加できます。 
型紙などは、用意していますので、針・糸・ハサミ・
布をお持ちください。 

 
 
 
と き：７月 10 日 
時 間：９時 30 分～13 時終了予定 
ところ：敬愛保育園 ２階ホール 
これからパパ・ママになる方（妊婦さんとそのご主人）
のつどいです。沐浴の仕方、ご主人の妊婦体験などをし
ます。先輩パパ・ママの体験談もあります。ご近所に該
当する方がいらっしゃいましたら、ご案内ください。 
   ＊要予約 玉名市子育てネットワーク 
     ☎ ７４－４５１４ 



 

 

 

 

 

 

                                  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

＊お気軽にお電話下さい！！ 

＊育児相談（電話・面接） 
＊「一時保育」申込み・お問い合わせ 
 いずれも月～金（午前 9時～午後５時まで） 
玉名市築地 2509（敬愛保育園内） 
ｔｅｌ：（０９６８）７４－４５１４ 
 ｆａｘ：（０９６８）７４－３８６８ 
 

http://www.keiai-hoikuen.org/ 

玉名市子育てネットワーク 

  
 パパの出張で横浜から玉名市に来て３ヶ月が経ちました。１歳５ヶ月になった 
息子もできることがだんだん増えてきて、日々成長を感じています。 
洗濯物を運んだり、テーブルを拭いたり、食器を運んだり…いろんなお手伝いをしてくれる
ようになりました。そして褒められると満足気にニコニコしています♪ 
 
 ここは、自然も多く、自由に遊べる所もたくさんあって、子どもにとってとても恵まれた
環境で、毎日充実して過ごしています。 
横浜の私たちの住んでいる地域にも子育て支援施設はありますが、駐車場代がかかったり、
駐車場がなかったりして思うように毎日施設を利用することができません。それに比べてこ
こでは駐車時間を気にすることなく、子どもの調子に合わせて毎日施設を利用することがで
きるので、子どもが疲れて眠くなるまで思いっきり遊ばせてあげられるのがとても嬉しいで
す。時間がのんびり流れているようで、私ものんびりした気持ちで過ごしています。 
 また、息子と外に出かけると、優しく話しかけてくれるあったかい方が多くてとても嬉し
いです。 
 
もっとここで楽しい時間を過ごしていたかったのですが、私たちは急に横浜に戻る事にな
ってしまいました。メープル広場では、いろんなお友達、お母さん方、先生方と関わる事が
できて、息子も私もとても楽しく過ごすことができました。 
 
 みなさん、少しの間でしたがたくさん遊んで頂いて本当にありがとうございました。 
息子も毎日とても楽しそうに過ごしていて本当によかったです。 
 
息子にとっても私にとっても、とてもいい経験ができました。 
ありがとうございました。   
                                  浦部恵美 

つぶやき 
この前、実家のお祭りに行きました。「あそこに神様おらすとよ」おば
あちゃんがいうと何やら娘は一生懸命手を合わせていました。このお祭
りは 10 年に一度しかないので、今度見るのは 10 年後…。帰り道「今度
ある時はばあちゃん元気で見れるかな～」と母が言うと「みれるよ～、
さっき神様にじいちゃんとばあちゃんが長生きできますようにってお
願いしとったけん」嬉しそうな顔の母でした。10 年後もまたみんなで元
気に見に行こうね。   ペンネーム わすれもの大将 


