令和 3 年 7 月号
社会福祉法人 石井福祉会
幼保連携型さくら認定こども園 地域子育て拠点事業
石井町高川原字高川原１２５４－１
ＴＥＬ(088)675-0980 FＡＸ（088）675－0282
担当： 野田 真美
井上 晴香

汗ばむような日が続き、夏の訪れを感じる時期となりました。感染症も少し
落ち着きを見せ、にじぐみの講座もようやくの再開です！暑さにも十分注意

にじぐみの携帯電話番号が
追加されます!!

しながら、色々な講座をぜひお楽しみください。

090-2732-7854
今まで、かけたけど不在だった
のかつながらなかった、という
ことがありご迷惑をおかけしたと
思います。
こちらの番号は、担当に直接つ
ながる為、すぐにご対応できな
い場合もありますが、着信を確認
次第、おかけ直し致します。

6 月 22 日
4 月から延期になっていた
『手形アート講座』が開催されました！
七夕をテーマに、可愛い作品が出来上がり
ましたよ☆

（非通知設定は、解除しておいて頂
けると助かります）

申し訳ありませんが、講座再開
時、タブレットと固定電話等に
同時に着信があった時はこちら
の番号におかけ頂いた方を優先
的に対応致します。よろしけれ
ば、ご登録下さい。

+

～にじぐみからのお願い～

～にじぐみご案内～
月曜日～金曜日

9:00～15:00

（12:00～13:00 は消毒・換気を行います。）
町外の方も遊びに来てね!!
駐車場：髙川原幼稚園南側の第一駐車場
（砂利の所）をご利用下さい。
持ち物：靴を入れるビニール袋、水筒
＊玄関で検温、消毒のご協力宜しくお願い致します。
風邪症状がある場合はご利用をお控え下さい。

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
して頂いても構いませ
んが,
Twitter,Facebook,
YouTube、ブログ等
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。

Mon

Tue

リフママ：臨床心理士の先生が、

Wed

Thu
1

子育て中の不安や発達の相談に

材料費2 500 円を
いただきます
託児可能です☆

のってくださいます。一緒に遊び
ながらの気軽なご質問や、特に
気になることは個別でのご相談も

5
して頂けます。予約は不要ですの

6

7

7/1～予約 OK

8

親子体操（各 5 組）

で、音楽療法の講座前に、ぜひ

①9:30～

お気軽にご参加下さい。

12

リフママ
（個別相談は要予約）
9:30～10:30
音楽療法（各 5 組）
19
①10:30～ ②11:20～
\

14

7/6～予約 OK

リトミック(0 歳～２歳)

バスタオルをご持参ください

木村さやか先生 (各 5 組)
①9:30～ ②10:30～

10:00～11:00

20

7/19～予約 OK

ベビーヨガ（5 組）
10:00～11:00

10:00～11:00

7/14～予約 OK
子育て教室「子どもの個性を
知って伸ばす、キャラクター
診断」
（5 組）
10:00～11:00

22

28

身体測定

誕生会

予約開始日・受付時間
講座日 1 週間前から予約開始
（祝日等によって変更有）
講座前日まで受け付ます。

〈受付〉月～金曜日

9:30～15:00

16

7/9～予約 OK

ファーストサイン（5 組）

10:00～11:00

23

海の日

29 7/20～予約 OK

7/2～予約 OK

テラスでお水遊び♪
※要予約 5 組
9:30～11:30

7/8～予約 OK
フラワーアレンジメント
『ドライフラワーの
ミニスワッグ』(2 組)

21

7/13～予約 OK

27

15

7/7～予約 OK

ベビーマッサージ（5 組）

リトミック(２歳～４歳)
武知晶子先生 （各 5 組）
➀9:30～ ②10:30～

19
26

13

9

7/1～予約 OK

英会話（5 組）
10:00～11:00

②10:15～

（歩き始め～1 歳）（2 歳～４歳）

7/5～予約 OK

Fri

スポーツの日
30 7/21～予約 OK

テラスでお水遊び♪
※要予約 5 組
9:30～11:30

英会話（5 組）
10:00～11:00

ご予約方法

☆2 部制の講座にご参加の方へ☆

来園時または、電話で予約できます。
にじぐみ ℡090-2732-7854
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。

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 5～10 分
前頃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。

おねがい
新型コロナウィルスの、地域の感
染状況により、にじぐみの利用が、
急に中止となる可能性がありま
す。ご了承下さい。
また、休園になった時など、電話
でのご連絡が出来ませんので、
にじぐみ公式アカウントにご登録
頂いておりますと、スムーズにご連
絡ができます。登録にご協力お願
い致します。

水遊びについて
テラスで水鉄砲やジョウロで遊びます♪
水をはったタライの中には入れません。
持ち物： 着がえ・お茶・タオル・ビニール袋
（保護者の方もあると安心です！）
密を避けるため 5 組の予約制とさせて頂いて
います。ご了承下さい。また、熱中症には十分
注意して、お子様から目を離されませんよう
お願い致します。

短冊をご用意して
いますので、自由
にお願い事を書い
て下さいね☆
※7/6 まで

7 月 製作遊び
シールぺたぺた！
アイスクリーム♪
講座・お誕生会の時間以外は、
いつでもお作りいただけます☆

～誕生会について～
日程変更・イベント情報・急な休園のご連
絡などを、タイムラインやメッセージで
お送りします。
こちらの QR コードから
ぜひご登録下さい。→
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下さい。

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。出欠のお返事をよろしくお願いします。
日 時：7 月 27 日(火) 11:00～11:30
対象児：7 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。

