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  日中は、汗ばむくらいに暖かくなりました

子ども達との会話の中でも春の温

暖かい日には、戸外で遊んだり散歩

☆ポコポコくらぶ☆ ☆電車で遊

☆０,１歳児わらべうたのつどい☆

２歳児以上親子のつどい☆スライムで遊びました

パトカーを見せて頂きました☆サイレンを

してくださり、パトカーにも乗せてくれました

               平成

 

かくなりました。桜の花も満開になり、春を五感で感

温もりや景色の変化を伝えていけたら良いですね

散歩に行く計画をたてていますので、是非お出かけ

遊ぼう☆ 

魚市場まで散歩に行きました！色

☆ 

びました。 

☆飛び出すおもちゃ作り☆ 

誕生会前のわらべうた遊び☆ 

サイレンを鳴ら

せてくれました。 
☆入園お祝い会☆４月から幼稚園

子どもたちのお祝いをしました

平成２５年４４４４月号月号月号月号第２２５号 

感じることができます。

いですね。 

かけ下さい。 

色んな魚を見せて頂きました。 

０歳児つどい☆離乳食 

 ☆小麦粉粘土☆ 

幼稚園、保育園に入園する 

いをしました。みんな素敵な友だち☆ 



  

 

 

 

 

  メープル広場

開放時間 
活 動 内 容 会 場 

１ 月 ９:00～1４:00 戸外遊び☆着替えを持参下さい。 メープル広場 

２ 火 ９:00～1４:00 戸外遊び☆着替えを持参下さい。 メープル広場 

３ 水 ９:00～1４:00  メープル広場 

４ 木 ９:00～1４:00 公園で遊ぼう☆蛇ヶ谷公園 メープル広場 

５ 金 ９:00～1４:00 わらべうたのつどい（０,１歳児）☆10 時 30 分～11 時 メープル広場 

６ 土    

７ 日    

８ 月 ９:00～1４:00 ポコポコくらぶ☆小物を作るので布・裁縫道具を持参下さい。 メープル広場 

９ 火 ９:00～1４:00 １歳児親子のつどい☆身体測定をしよう！！ メープル広場 

10 水 ９:00～1４:00 ０歳児親子のつどい☆助産師参加 メープル広場 

11 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 

12 金 ９:00～1４:00  メープル広場 

13 土    

14 日    

15 月 ９:00～1４:00  メープル広場 

16 火 ９:00～1４:00 手作りおもちゃのつどい☆鯉のぼりを作ろう！！ メープル広場 

17 水 ９:00～1４:00 ２歳児以上親子のつどい☆泥団子を作って遊ぼう！！ メープル広場 

18 木 ９:00～1４:00  メープル広場 

19 金 ９:00～1４:00 わらべうたのつどい(２歳児以上)☆10 時 30 分～11 時 メープル広場 

20 土    

21 日    

22 月 ９:00～1４:00  メープル広場 

23 火 ９:00～1４:00 １歳児親子のつどい☆園庭でシャボン玉で遊ぼう！！ メープル広場 

24 水 ９:00～1４:00 0 歳児親子のつどい☆ゆっくりお話をしながら過ごしましょう メープル広場 

25 木 ９:00～1４:00  メープル広場 

26 金 ９:00～1４:00  メープル広場 

27 土    

28 日       

29 月    

30 火 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 

＊つどいは、メープル広場にて 9:00～11:15 まで行っています。 

＊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(9:00～12:00)もおこなっています。 

    



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

サークル名 日 時  間 場  所 活 動 内 容 

ぬかみねキッズ １１日（木） 10：00～12：00 糠峯団地集会所 
花見 

たけのこ料理を試食してみよう！ 

伊倉子育て広場 １９日(金) 10：00～11：30 伊倉隣保館 お見知り茶話会 

１１日（木）・３０日（火） 
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。 

 

 

 

１０１０１０１０日日日日（（（（水水水水））））９時 30 分より助産師の大山さんが来ら

れます。育児相談、体重測定もできます。 

お母さんたち同士でお喋りをしながら、ゆっくりと過

ごしましょう。 

 

＊＊＊＊駐車場駐車場駐車場駐車場がいっぱいになりますのでがいっぱいになりますのでがいっぱいになりますのでがいっぱいになりますので、、、、奥奥奥奥からつめてからつめてからつめてからつめて    

停停停停めてめてめてめて頂頂頂頂くようごくようごくようごくようご協力協力協力協力おおおお願願願願いいいい致致致致しますしますしますします。。。。    

 

 

 

 

２種類の鯉のぼりを作ります。メープル広場に２種

類を展示していますので、作りたい方の材料 

を持って来られて下さい！ 
 

持ち物：生クリーム容器または、200ml パック 

透明のペットボトル・トイレットペーパーの芯 

 

 

 

 

８日（月）メープル広場にて、子どものスタイやお

もちゃを作ります。お子さんが産まれてくるまで、

色んな物を作ってみませんか？妊婦さん同士、ゆっ

くりお話をしながら裁縫を楽しみましょう♪ 

 

 

 

 

 

日 時：４月４日（木）  １０時３０分集合 

場 所：蛇ヶ谷公園  

    ＊トイレ近くの小さな滑り台や、ブランコ、 

ジャングルジムの所にいます！ 

 

 

＊昼食の持参・解散は自由です。 

＊水筒・着替えを持参ください。 

＊場所が分からない方は、敬愛保育園の駐車場に 

 10 時 10 分までに来て下さい。 

＊雨天時は、メープル広場で遊びましょう♪ 

 

 

 

毎月２回、年齢別でわらべうたのつどいをしています。

各年齢で、わらべうたの楽しみ方が違いますが、どの

年齢もお母さんとのスキンシップを大切にしていま

す。歌うのが苦手だなと思われる方も、是非参加して

みてください。 

☆☆☆☆わらべうたのわらべうたのわらべうたのわらべうたの紹介紹介紹介紹介☆☆☆☆    

♪ととけっこー 

よがあけた 

まめでっぽー 

おきてきな♪ 

＊２拍づつ顔を隠す、出すを 

繰り返します。 

“まめでっぽー”を子どもの名前で歌ってあげます。 



    

    

    

    

 

＊お気軽にお電話下さい！！ 

プログラムプログラムプログラムプログラム    場所 時間 内容 

メープルメープルメープルメープル広場広場広場広場    

敬愛保育園隣 

圓光寺会館 

１階 

月～金 

9:00～

14:00 

就学前までのお子さんは、どなたでも自由に遊べます。色んな

手作りおもちゃを用意していますので、お子さんの遊びを通し

て一緒に成長を見守っていきましょう。月に２回、誕生会があ

り、わらべうたやパネルシアター等の時間があります。 

親子親子親子親子のつどいのつどいのつどいのつどい    同上 
９:30～

11:00 

0 歳児・１歳児・２歳児以上と年齢別の親子のつどいです。自

由におしゃべりしながら、お母さん同士、子ども同士お友達に

なりましょう！０歳児の時は、月に１回助産師の大山さんが来

られ、ご相談・体重測定ができます。6・9・12・3 月には、

栄養士による離乳食の展示・話があります。 

ポコポコポコポコポコポコポコポコ    

くらぶくらぶくらぶくらぶ    
同上 

9:30～

11:30 

産まれてくるお子さんの為に、おもちゃや小物、 

スタイ等を作ります。裁縫をしながら、出産に 

むけての色んなお話をしましょう！！ 

エプロンエプロンエプロンエプロン    

くらぶくらぶくらぶくらぶ    
敬愛保育園 

10:00

～

11:30 

２歳児以上の親子限定企画です。 

料理に興味をもちはじめ、家でもさせてあげたい 

という方！親子で一緒に楽しく料理をしましょう。 

プレパパプレパパプレパパプレパパ    

プレママプレママプレママプレママ学級学級学級学級    
敬愛保育園 

9:45～

13:00 

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、お父さんの妊婦体験などがあります。 

先輩パパ・ママの体験談もあります。 

公園公園公園公園でででで遊遊遊遊ぼうぼうぼうぼう    
天候の良い時期に、みんなで公園や散歩に出かけます。お弁当持参は、自由です。 

水筒・着替えを持って来られると安心です。＊雨の時は、メープル広場で遊びます。 

わらべうたのわらべうたのわらべうたのわらべうたの    

つどいつどいつどいつどい    

 圓光寺会館 

１階 

10:00

～

11:00 

音域が狭く、繰り返しの多いわらべうたは、子どもがとても安

心できます。うたをうたいながら、たくさん子どもの顔や体に

触れて一緒に楽しみましょう♪ 

園庭開放園庭開放園庭開放園庭開放    
敬愛保育園 

園庭 

月～金 

9:00～

12:00 

保育園の園庭で園児と一緒に自由に遊べます。 

夏場は、11 時までの開放です。汚れても良い 

格好で、着替え・タオル・水筒を持参下さい。 

プールプールプールプール開放開放開放開放    敬愛保育園 夏限定 
保育園のプールで水遊びをしましょう。 

（ぎょう虫検査をして頂いてます。） 

一時保育一時保育一時保育一時保育    
緊急・一時的に保育を必要とする子どもさんをお預かりしています。 

＊１ヵ月前からの予約制です。お早めにご予約ください。 

イベントイベントイベントイベント    
入園お祝い会、お楽しみ会、人形劇など…。 

随時広報たまな、ファンファンでお知らせします。 

＊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 


