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 ９ 

１５ １６ 

 春の

たっぷり楽しみましょう♪

２２ ２３ 

 園庭の遊具や砂場でいっ

ぱい遊ぼう♪

２９ ３０ 

 

いよいよ、新年度がスタートします。

引き続き

クラブを進めて参りますが、【たちばな】

をより身近に感じていた

度もクラスの先生たちと触れ合いが持て

る『担任と

ていきたいと思います。

お家での遊びは、年齢に合った遊び？

うちの子と同じ歳の子は、どのくらい食

べるの？など、日々の子育ての不安であ

ったり、たちばなの年齢別の保育内容を

細かく聞いたりと、いつもと違った雰囲

気で楽しんでいただけると思います。

お母さんの不安や悩みを吹き飛ばし

て、少しでも気持ちが楽になり、たちば

なに遊びに来てよかったと思っていただ

けるよう心掛けていきます。

是非、ご参加ください。

火 

 戸外遊び 

春の陽気の中で戸外遊びを

たっぷり楽しみましょう♪

 戸外遊び 

園庭の遊具や砂場でいっ

 ぱい遊ぼう♪

 

いよいよ、新年度がスタートします。

続き 3１年度も石田、関口でたまご

クラブを進めて参りますが、【たちばな】

をより身近に感じていた

クラスの先生たちと触れ合いが持て

担任とおしゃべりタイム！』を行っ

たいと思います。

お家での遊びは、年齢に合った遊び？

うちの子と同じ歳の子は、どのくらい食

べるの？など、日々の子育ての不安であ

ったり、たちばなの年齢別の保育内容を

細かく聞いたりと、いつもと違った雰囲

気で楽しんでいただけると思います。

お母さんの不安や悩みを吹き飛ばし

て、少しでも気持ちが楽になり、たちば

なに遊びに来てよかったと思っていただ

けるよう心掛けていきます。

是非、ご参加ください。
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陽気の中で戸外遊びを

たっぷり楽しみましょう♪

 

園庭の遊具や砂場でいっ

 

いよいよ、新年度がスタートします。

年度も石田、関口でたまご

クラブを進めて参りますが、【たちばな】

をより身近に感じていただくため、

クラスの先生たちと触れ合いが持て

おしゃべりタイム！』を行っ

たいと思います。 

お家での遊びは、年齢に合った遊び？

うちの子と同じ歳の子は、どのくらい食

べるの？など、日々の子育ての不安であ

ったり、たちばなの年齢別の保育内容を

細かく聞いたりと、いつもと違った雰囲

気で楽しんでいただけると思います。

お母さんの不安や悩みを吹き飛ばし

て、少しでも気持ちが楽になり、たちば

なに遊びに来てよかったと思っていただ

けるよう心掛けていきます。 

是非、ご参加ください。 

4 月の予定

 

３ 

１０ 身体測定・室内遊び

 大きくなったかな？身長

体重を計ります

陽気の中で戸外遊びを

 たっぷり楽しみましょう♪

１７ 担任とお喋りタイム

 ０歳児担任の先生が遊び

に来ます♪

園庭の遊具や砂場でいっ

２４ こいのぼり製作

 かわいいこいのぼりを

作って飾っちゃおう♪

 

いよいよ、新年度がスタートします。 

年度も石田、関口でたまご

クラブを進めて参りますが、【たちばな】

だくため、今年

クラスの先生たちと触れ合いが持て

おしゃべりタイム！』を行っ

お家での遊びは、年齢に合った遊び？

うちの子と同じ歳の子は、どのくらい食

べるの？など、日々の子育ての不安であ

ったり、たちばなの年齢別の保育内容を

細かく聞いたりと、いつもと違った雰囲

気で楽しんでいただけると思います。 

お母さんの不安や悩みを吹き飛ばし

て、少しでも気持ちが楽になり、たちば

なに遊びに来てよかったと思っていただ

 

月の予定

水 

身体測定・室内遊び

大きくなったかな？身長

体重を計ります♪

担任とお喋りタイム

０歳児担任の先生が遊び

 に来ます♪

こいのぼり製作

かわいいこいのぼりを

作って飾っちゃおう♪

  

 

 

  

 

年度も石田、関口でたまご

クラブを進めて参りますが、【たちばな】

今年

クラスの先生たちと触れ合いが持て

おしゃべりタイム！』を行っ

お家での遊びは、年齢に合った遊び？

うちの子と同じ歳の子は、どのくらい食

べるの？など、日々の子育ての不安であ

ったり、たちばなの年齢別の保育内容を

細かく聞いたりと、いつもと違った雰囲

お母さんの不安や悩みを吹き飛ばし

て、少しでも気持ちが楽になり、たちば

なに遊びに来てよかったと思っていただ

月の予定 

・予約は電話、またはＦＡＸで受付けており

ます。

・たまごクラブは

１０時３０分から１１時３０分

・園庭開放は月曜日から金曜日

９時３０分から

予約は要りません。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他にも質問がある方は

田紀子まで遠慮なくお話ください。

ロイヤルセラピスト協会

赤ちゃんの情緒の安定や発達を促すマッサー

ジを指導します。敏感な赤ちゃんの肌を考え、

不純物を極限まで排除した

を使用して行っていきます。最後に赤ちゃん

をバスタオルで包みますので、参加の際には

大きめのバスタオル

４

 

身体測定・室内遊び 

大きくなったかな？身長

  ♪

１１

担任とお喋りタイム 

０歳児担任の先生が遊び

１８

  

こいのぼり製作 

かわいいこいのぼりを 

 作って飾っちゃおう♪

２５

 

 

   

平成３

認定こども園

たまごクラブ

TEL

FAX

・予約は電話、またはＦＡＸで受付けており

ます。 

たまごクラブは

１０時３０分から１１時３０分

駐車場は、北側駐車場又は、南側駐車場を

お使いください

身体測定は予定日以外でも行えますので、

担当にお伝えください。

・園庭開放は月曜日から金曜日

９時３０分から

予約は要りません。

他にも質問がある方は

田紀子まで遠慮なくお話ください。

ベビーマッサージとは

ロイヤルセラピスト協会

赤ちゃんの情緒の安定や発達を促すマッサー

ジを指導します。敏感な赤ちゃんの肌を考え、

不純物を極限まで排除した

を使用して行っていきます。最後に赤ちゃん

をバスタオルで包みますので、参加の際には

大きめのバスタオル

４ 

 

１１ 

１８ ベビーマッサージ

  大好きを伝えます

✿１歳児未満３組

２５ 

 

平成３１年度

認定こども園

たまごクラブ

TEL 027-

FAX 027-

・予約は電話、またはＦＡＸで受付けており

たまごクラブは 

１０時３０分から１１時３０分

駐車場は、北側駐車場又は、南側駐車場を

お使いください. 

身体測定は予定日以外でも行えますので、

担当にお伝えください。

・園庭開放は月曜日から金曜日

９時３０分から１１時

予約は要りません。 

他にも質問がある方は

田紀子まで遠慮なくお話ください。

ベビーマッサージとは

ロイヤルセラピスト協会

赤ちゃんの情緒の安定や発達を促すマッサー

ジを指導します。敏感な赤ちゃんの肌を考え、

不純物を極限まで排除した

を使用して行っていきます。最後に赤ちゃん

をバスタオルで包みますので、参加の際には

大きめのバスタオルをご用意ください。

木 

ベビーマッサージ

大好きを伝えます

１歳児未満３組限定

年度 

認定こども園 たちばな

たまごクラブ 

-266-7007

-266-7017

・予約は電話、またはＦＡＸで受付けており

１０時３０分から１１時３０分

駐車場は、北側駐車場又は、南側駐車場を

身体測定は予定日以外でも行えますので、

担当にお伝えください。 

・園庭開放は月曜日から金曜日の

１１時３０分です。

 

他にも質問がある方は、担当：関口真紀子

田紀子まで遠慮なくお話ください。

ベビーマッサージとは・・・

ロイヤルセラピスト協会(ＲＴＡ

赤ちゃんの情緒の安定や発達を促すマッサー

ジを指導します。敏感な赤ちゃんの肌を考え、

不純物を極限まで排除した RTA 指定のオイル

を使用して行っていきます。最後に赤ちゃん

をバスタオルで包みますので、参加の際には

をご用意ください。

金

５ 

１２

 

ベビーマッサージ 

大好きを伝えます♡ 

 限定✿

１９

 

２６

 

 

たちばな 

7007 

7017 

・予約は電話、またはＦＡＸで受付けており

１０時３０分から１１時３０分です。 

駐車場は、北側駐車場又は、南側駐車場を

身体測定は予定日以外でも行えますので、

の 

です。 

関口真紀子・

田紀子まで遠慮なくお話ください。 

 

・・・ 

ＲＴＡ)認定講師が

赤ちゃんの情緒の安定や発達を促すマッサー

ジを指導します。敏感な赤ちゃんの肌を考え、

指定のオイル

を使用して行っていきます。最後に赤ちゃん

をバスタオルで包みますので、参加の際には

をご用意ください。 

金 

 

１２ 

１９ 

２６ 

・予約は電話、またはＦＡＸで受付けており

駐車場は、北側駐車場又は、南側駐車場を 

身体測定は予定日以外でも行えますので、

・石

認定講師が

赤ちゃんの情緒の安定や発達を促すマッサー

ジを指導します。敏感な赤ちゃんの肌を考え、

指定のオイル

を使用して行っていきます。最後に赤ちゃん

をバスタオルで包みますので、参加の際には


