令和 4 年１１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番地１
ＴＥＬ(088)675-0980 FＡＸ（088）675－0282
担当： 大西 昌子
西岡 直子

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の、朝晩の冷え込み。
晩秋の気配が深まる頃となりました。今月もたくさんの行事を予定しております。
皆様のご参加お待ちしております。

にじぐみ携帯電話

090-2732-7854

あおぞらえほん会

にじぐみ運動会、ハロウィン
パーティーの様子はにじぐみ
公式 LINE に掲載していますの
でご覧下さい。

にじぐみ公式 LINE アカウント

～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。

～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ご兄弟の保育園、幼稚園、学校が休校、
学級閉鎖中はご利用頂けません。
②県外へ移動された方は体調に気を付け、
不安な方は検査をお勧め致します。
無理なご利用はお控え下さい。
ふぁｘ
尚、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。

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♪
こちらの QR コードから
ぜひご登録下さい。→
ID→329mwzfi

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。
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9

予約方法
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。
にじぐみ固定電話、line 通話でもご予約
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上記の携帯電話への着信を優先致します。
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☆お知らせ☆
＊11 月 11 日(金),17 日(木)は園行事の為、
園舎前の駐車場をご利用下さい。駐車場内
を園児が歩行している場合がありますので
安全確認を宜しくお願い致します。

*感染状況で講座・行事が中止になる場合
があります。その都度 LINE 公式、
ホームページでお知らせ致します。
＊チューリップの球根とブロッコリー
の苗を植えました。お水やりに来てね!!

☆あおぞらえほん会☆
～誕生会について～
ご登録頂いているお子様に
LINE で招待状を送信し、誕生会を開催致します。
出欠のお返事をよろしくお願い致します。
日 時： 11 月 9 日(水) 10:00～11:30
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
13:00～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。

秋風を感じながら、青空のもと手遊びや
絵本の読み聞かせに参加してみませんか？
絵本の後、今回はさくら認定こども園
旧園舎まで(約 200m)お散歩へ出掛けようと思います。
途中参加でも構いません。
ご興味ある方はにじぐみまでお問い合わせ下さい。
❤
日時：11 月 18 日(金) 30 日(水) 10:00～10:45
場所：さくら認定こども園 園庭
持ち物：水筒 帽子
散歩の場合、荷物は最小限でお越し下さい。
雨天中止

☆防火訓練について☆
今回の避難訓練は火災を想定した訓練です。
名西消防署の方をお招きし、ご指導頂き、もしもの時に備え
たいと思います。ご参加の保護者の方は消火訓練を体験した
り、お子様と一緒に消防車の車両見学も予定しております。
ご参加お待ちしております。 11/7～
予約 OK
日時：１１月２８日 (月)10:00～11:00
予約組数：７組
＊ご予約出来なかった方もにじぐみは
ご利用頂き、テラスから車両見学出来ます。

14 日（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。

リモート相談
コロナ禍の中、なかなかお出掛け出来ない不安の日々が続いていますね。
でも誰かにいろんな話がしたい…そんな時はにじぐみに電話してみません
か？どんな事でも構いません。誰かに話をするだけでスッキリすることもあ
ると思います。下記の日時に対応致します。
日時：毎週水曜日 13:00～13:30 LINE でも可能です。すぐにお返事出来な
い場合もありますのでご了承下さい。
～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,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。

