令和 4 年 5 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： 大西 昌子
井上 晴香

晴れ渡った空に、新緑の青葉。さわやかな風に暖かい日差しを感じ、外遊びやお散歩
が楽しい季節になりました。暖かい気候に誘われ、にじぐみへ遊びに来てみませんか？
今月から講座以外にも行事を予定しています。感染対策を十分行いながら、たくさんの
お友だちと楽しい時間を過ごしたいと思います。ぜひお気軽に遊びに来て下さいね。

にじぐみ携帯電話

090-2732-7854

☆にじぐみ PHOTO☆
英会話

ファーストサイン

子育て教室

ベビーマッサージ
リトミック

フラワー
アレンジメン
ト

ベビーヨガ
親子体操

～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
水分補給の準備
＊玄関で検温、消毒の
ご協力宜しくお願い致します。

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
健康状態に気を付けてご利用下さい
ふぁｘ
風邪症状等がある場合は、ご利用をお控え下さい
。
まだまだ予断を許さない状況です。
安心して皆様にご利用して頂け
ますよう、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

Wed

Thu

Fri
5/2～予約 OK

こどもの日

みどりの日

憲法記念日

フラワーアレンジメント(3 組)
母の日カーネーションアレンジ

10:00～11:00
※材料費 500 円

5/2～予約 OK

身体測定

英会話（5 組）
10:00～11:00

誕生会

バスタオルをご持参ください

10:00～11:00

音楽療法（各 5 組）
①10:30～ ②11:20～

親子体操（各 5 組）
①9:30～ ②10:15～
（歩き始め～1 歳）
（1 歳～４歳）

5/12～予約 OK

5/10～予約 OK

5/9～予約 OK

5/6～予約 OK

5/2～予約 OK

ベビーマッサージ（5 組）

託児あり

あおぞらえほん会
10:30～
＊雨天中止

リトミック(0 歳～２歳)

リトミック(1 歳～4 歳)

木村さやか先生 (各 5 組)
①9:30～ ②10:30～

武知 晶子先生 (各 5 組)
①9:30～ ②10:30～

\

5/19 ～ 予 約 OK

5/18～予約 OK

子育て教室

にじぐみ朝の会
10:00～10;20
5/23～予約 OK
リフママ
9:30～10:30
にじぐみ朝の会
10:00～10;20

（5 組）

「子どもの食事について」
10:00～11:00

5/24～予約 OK

☆リトミックのご予約は、
武知先生、木村先生のどちらか

ベビーヨガ（5 組）
10:00～11:00

1 つの講座をお選びください。

予約方法
予約開始日・受付時間
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。

講座日 1 週間前から予約開始
（祝日等によって変更有）

〈受付〉月～金曜日

にじぐみ固定電話、line 通話でもご予約頂けま
すが、同時に着信があった場合、上記の携帯電
話への着信を優先いたします。

～誕生会について～
ご登録頂いているお子様に LINE で招待状の送信や
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： 5 月 11 日(水) 10:00～11:30
対象児：５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
13:00～通常通りご利用下さい。

☆にじぐみ朝の会☆
一日の始まりをにじぐみからはじめてみませんか？お友
だちと一緒に挨拶をしたり、手遊びや絵本を見て楽しい時
間を過ごしたいと思います。15 分から 20 分程度の短い時
間ですので人数制限は致しません。お友だちをお誘いの
上、ご参加お待ちしております。
日時：5 月 23.24.30 日(月・火) 10:00～10:20

にじぐみ公式 LINE アカウント
講座の日程変更・イベント情報・感染症など
による急な休園のご連絡などを、メッセージ
でお送りします。ご登録お待ちしています♪

講座の様子もタイムラインで配信しています♪
ご登録できましたら、お子さまとご登録された方の
お名前を送信して下さい。よろしくお願い致します。

こちらの QR コードから
ぜひご登録下さい。→

5/2～予約 OK

ファーストサイン
（5 組）
※
交通安全教室（5 組）
10:00～11:00
10:00～11:00

9:30～15:00

☆2 部制の講座にご参加の方へ☆
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。

5/20(水)子育て教室
「子どもの食事について」
授乳、離乳食、食事に関するお悩みあ
りませんか？みんなでお話をして楽し
い食事の時間になるといいですね。

★5 月の制作遊び★
イチゴ製作
シール貼りやマジックで
色をぬったりかわぃい
イチゴを作ろう!!

交通安全教室のご案内
名西警察署の方が来園し、腹話術を使って交通指導のお話をしてくれます。園
児と一緒に参加してみませんか？
パトカー見学もあります。予約が必要となりますのでご興味のある方はお早めに
お電話お待ちしています。
日時：5 月 27 日（金） 10:00～11:00
場所さくら認定こども園 リズム室
予約開始日：5 月 2 日（月）9:30～
予約組数：5 組 (予約組数達しましたら終了させて頂きます)

心地よい青空の下でお子さんと一緒
に絵本や紙芝居を見てみませんか？人
数制限は致しません。
元気なお友だちお待ちしています❤

日時：5 月 20 日（金） 10:30～11:00
場所：さくら認定こども園園庭
＊雨天中止
にじぐみは開放していますので
ご利用下さい。

５/３０（月）リフママ
臨床心理士の藤原先生が、
子育て中の不安や発達の相
談にのって下さいます。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して頂
けます。個別相談を希望さ
れない方は、予約は不要で
すので、ぜひお気軽にご参
加下さい。

