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寒さの中にも、少しずつ春の暖かい日差しが感じられるようになってきたこの頃。今年度も残りわずかとなり
ました。未知の感染症対策に追われる日々でしたが、にじぐみを利用して下さる皆様の笑顔、お言葉に救われまし
た。ご理解・ご協力ありがとうございました。今月も講座、楽しいイベントも準備していますので、皆様のご利用
お待ちしております。
2 月 3 日 子育て教室
2 組の方にご参加頂いて、お母さん方の悩みや情報
交換が出来ました。その間はスヤスヤお昼寝中 Zzz

2 月 1，2 日 節分イベント
鬼のゲームをしたり、かわいいカバンもたくさん出来上が
りました。そこへ、鬼と福の神が登場。怖がらせてごめんね。

２月５日 ママ講座
「食べない子ママに伝えたい!４つのプロセス」
年齢に応じた、食に関する様々な悩みにたくさんア
ドバイスをいただきました。コミュニケーションの工
夫や、ほめ方のコツに目からウロコでした！
2 月１２日 親子体操
滑り台に挑戦したり、身体を縮めてくぐってり落ちないよ
うに歩きました。ちょっぴり難しくても何度も挑戦しました!!

2 月１５日 音楽療法
今回は鳴子を使って音楽遊び♪初めての
子もいましたが、楽しく参加出来ました。

2 月１９日 ファーストサイン

ふれあい遊びと鳥とうさぎのタペストリー
で遊びました。いろんな遊びを通してみん
なにっこり♡

2 月１６日 リトミック
音楽に合わせて雪遊びをしたり、雪だるまに顔を
つけました。

2 月２２日 ベビーヨガ
今回はひねるストレッチやお子さんを抱っこしてスクワッ
ト!!お母さん方もいい運動出来て、抱っこしてもらえてお子
さんもご機嫌♩
２月２５日 英会話
遊びの誘いを英語で伝えたり、一緒にボー
リングを楽しみました。

★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。別室での個

2 月２６日 フラワーアレンジメント
きれいなコサージュが出来ました。
来月もお待ちしています。

別相談は予約制となります。排泄・食事や、
お子さまの行動で気になることがあればお
気軽にご相談下さい。

今年度もたくさんのご参加ありがとうございました。
来年度も元気いっぱいのお子さまにお会い出来る日をスタッフ一同
心よりお待ち申し上げます。

～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
ふぁｘ
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,
YouTube 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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木村さやか先生
10:00～10:40

英会話
10：00～11：00
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ひなまつり 製作コーナーを準備しておりますので、
イベント ぜひ遊びに来て下さい。
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３１
今年度のにじぐみは 3/31 まで開放しています。また来年度は
4/1 から開放しておりますのでご利用下さい。
尚、担当が不在の場合もありますのでご了承下さい。

～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：3 月１７日(水) 11:00～11:30
対象児：３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。
人数が多い場合、時間を分けさせて頂きたいと
思います。その際は、にじぐみ前掲示板や
タイムラインにてお知らせ致します。

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
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
中止の場合がありますので
ご了承下さい。

2 部制の講座に参加される方へ(おねがい)
1 部目の講座終了後、部屋・用具の消毒と換気を行っています。
その間の入室が出来ず、廊下等でお待ち頂く事になってしま
う為、2 部にご参加の方は、開始時間通りに来て頂けたらと思
います。ご不便をおかけし、申し訳ございません

・ママ講座
100 均グッズで知育あそび
３/５（金）10:30～11:30
（５組）

親子ための子育て教室アップル
MAMA の中西紗希先生の講座です。生ま
れてから３年間が最も大切。100 均グッズ
で簡単知育玩具作りを教えて頂けます。
材料は講師の先生が準備して頂けますの
でぜひお子さまとご参加して下さい。

3 月講座名・予約組数

＊3/11～3/18 の間、LINE の返答が遅く
なります。お急ぎの場合は固定電話の方へ
ご連絡下さい。宜しくお願い致します。

5組

英会話

５組

リフママ（個別相談）

２組

ファーストサイン

５組

子育て教室

５組

リトミック

各５組

音楽療法

各５組

フラワーアレンジメント
親子体操

・フラワーアレンジメント

(２組)

ベビーヨガ

２組
各５組

・生後２か月～２歳
リトミック始まります♪

託児あり

3/18 (木)10:00～11:00

3/4(木)

材料費 500 円
今月は「カレードフレーム作り」
直径９センチ程の大きさで壁に飾って楽しむ作品です。
※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。

10:00～10:40
（５組）

親子教室ぷれむ 講師 木村さやか先生
ベビーリトミックの資格をお持ちで乳児対象にリ
トミックを行って頂けます。ぜひご参加下さい。
※ご兄弟での参加も大丈夫です。
※武知晶子先生のリトミックと両方のご予約はご
遠慮下さい。たくさんの方にご利用して頂きたい
のでご理解ご協力宜しくお願い致します。

修了イベントについて
お楽しみ会について
今年はお別れ遠足が行えない為、にじぐ
みのお部屋でお楽しみ会を行いたいと思
います。
３/２２（月）
・２３（火）

①
②

10:00～１0:30 5 組
11:00～11:30 ５組
＊3/17(水)～予約開始
ご参加お待ちしています♥

にじぐみご登録されている方で４月から保育
園・幼稚園へ入園されるお友だち対象に細やかな
修了証書をお渡しさせて頂こうと思います。にじ
ぐみ利用時、電話、LINE にてお知らせ下さい。

①
②
③

3/24(水)
10:00～10:15
10:45～11;00
11:30～11:45

５組
５組
５組

＊人数の増える場合は時間変更もありますのでご了承
下さい。LINE にてお知らせ致します。この日は修了さ
れる方のみとさせて頂きます。

講座の、空き情報・急な日程変更などを
タイムラインで発信します。
←こちらの QR コードから
ぜひご登録ください。
ご登録お待ちしています♪
ご登録できましたら、確認のために、お子さまと
ご登録された方のお名前を送信してください。

