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日中のぽかぽかとしたお日さまがより暖かく感じられる程、朝晩の冷え込みに晩秋の気配が深まる頃となりまし
た。季節が秋から冬にかわる 11 月。食欲の秋、スポーツの秋などいろいろな秋を楽しみながら、今月も笑顔溢れる
にじぐみの子どもたちに出会える事を楽しみにしています。

にじぐみ
PHOTO

１０月１５・２０日 リトミック
10 月はハロウィンパーティー👻
魔女やおばけに変身!!

１０月 8・22 日 英会話
Let’s play!!!一緒に遊ぼう。
お友だちにはいどうぞ。

１０月１６日 ファーストサイン
触れ合い遊びや食べ物のファースト
サインを教えてくれました。

１０月１９日 音楽療法
音楽に合わせてオーガンジーを回した
り伸ばしたりしました。

9 月 25 日 ママ講座（手作り玩具）
１０月２１日 ママ講座「手形アート」
お月見の制作をしました☽満ち欠けす
スタンプ台に手と足をトントン。手形足形が出来た
る月やお団子、うさぎを作りました♪
１０月２８日 ベビーマッサージ
ら、お顔や飾りつけ。可愛い作品が出来ました。
マッサージしてもらってご機嫌♡帰りには気持ち良
くてウトウト Zzz
1 歳過ぎてもマッサージご利用できます

★リフママ★
特定非営利活動法人
こどもの発達研究室きりん
教室の臨床心理士による子
どもの発達についての相談
を行います。

★子育て教室★
１１月のテーマは・・・
「自分や相手の個性を知って
子育てに役立てよう!!」
昨年人気のテーマです。
ぜひご参加下さい。

１０月２３日 フラワーアレンジメント
今月は生花でハロウィンアレンジ。
とても華やかです。にじぐみに飾ってますの
でご覧ください。

ふぁｘ
～にじぐみからのお願い～
新型コロナウイルス感染症予防対策に
ご協力下さい。ご利用の方で
➀県外への移動を２週間以内に行った方
②２週間以内に県外へ移動した方と接触した方
上記の項目に該当する方は
２週間の経過観察後からご利用下さい。
安心して皆様にご利用して頂きたく、ご理解
ご協力の程、宜しくお願い致します。

～お願い～
にじぐみでの活動の様子
を、お手持ちのカメラや携
帯電話で撮影していただい
ても構いませんが,ブログ、
Twitter,Facebook,YouTu
be 等インターネット上に無
断で掲載及び配信しないよ
うお願い致します。また、
講師の方が講座の様子をブ
ログ等に掲載することがあ
りますが、お顔の掲載に支
障のある方はご配慮致しま
すのでお申し出下さい。
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～講座のお知らせ～
今月の音楽療法は二部制にさせて頂きます。
今月からベビーヨガを再開致します。たくさんのご利用お待ちしております。

～誕生会について～
ご登録頂いているお子様に招待状の送付や
お声がけをし、誕生会を開催致します。
出欠の返信を頂けるとありがたいです。
日 時：1１月２４日(水) 11:00～11:30
対象児：1１月生まれのお子さま（誕生児とご家族のみ）
※当日、誕生児以外の方のご利用は
9:00～10:30 までとさせて頂きます。
13:00～は通常通りご利用下さい。

運動会ごっこ参加者募集!!!
毎年スポーツフェスタを開催していましたが、今年の新型
コロナウイルスの為、3 密を避けて運動会ごっこを開催致
します。
日時 11 月１２日（木）①10:00～10：30
②11:00～１１：３０
場所 さくら認定こども園 リズム室
人数 各１０組
（お子様お一人につき大人一人で一組。また、ご兄弟で
参加される場合は大人２名までとさせて頂きます。）
対象児 未就園児
持ち物 上靴（お子さま、保護者）水筒
駐車場 第一駐車場
完全予約制とさせて頂きます。11/2～予約 OK!!
＊入室後の手洗い、消毒のご協力宜しくお願い致します。
予約頂いた方にはプログラムをお渡し致します。
お土産もあるよ♥ご参加お待ちしています。
ご不明な事は担当までお声がけ下さい。

・フラワーアレンジメント
(２組募集)

託児あり

11/27(金)10:00～11:00
材料費 500 円
今月は「生花でクリスマスアレンジ」です。
※予約キャンセルは当日 9:15 までです。
それ以降は材料費を頂くようになりますのでご
了承下さい。
＊当日体調不良で欠席される場合はキャンセル
料を頂いておりません。

予約開始日・受付時間
講座日 1 週間前から予約開始
講座前日まで受付ます。
〈受付〉月～金曜日
9:30～15:00
来園時または、電話で予約できます。
にじぐみ ℡088-675-0980

１１月講座名・予約組数
ベビーヨガ

5組

英会話

５組

リフママ

２組

ファーストサイン

５組

子育て教室

５組

予約人数に達しましたら、受付終了となります。
※新型コロナウイルス感染症の状況によっては リトミック
中止の場合がありますのでご了承下さい。
講座日程変更は、にじぐみ提示と
音楽療法
ホームページにてお知らせ致します。

各５組

各５組

フラワーアレンジメント

２組

ママ講座

５組

～親ワーク開催について～
親と子のコミュニケーションの図り方や子ども同士の関係
の作り方、もしもの時の守り方についてお話して下さいます。
日 時 11 月 18 日（水）13:00～15:00
場 所 さくら認定こども園 リズム室
講 師 CAP とくしま
託児行います。
駐車場 第一駐車場
ご希望の方は
スタッフまで
持ち物 筆記用具 スリッパ
お声掛け下さい。
お申し込みは、088-675-0280 まで。

BP に
参加してみませんか？

・ママ講座
スマホで子どもを可愛く撮ろう♡

（５組募集）

10/21（水)10:00～11:00
米田奈津先生による携帯やカメ
ラでお子様を可愛く撮影できるコ
ツを教えて頂きます。
かわいい飾りつけなども教えてく
れます。ぜひ年賀状の参考にどうで
すか？

"親子の絆づくり BP プログラム〟

を２月に開催致します。
第１子の生後２か月～６ヶ月
までのお子さんが対象です。
お近くにおられましたら
ご紹介下さい。

動画配信中♪
さくら認定こども園 HP 内
の『にじぐみへようこそ!！』
からご覧になれます☆

