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桜

花が咲き、春がやってきました。暖かい日差しに誘われてお散歩や外遊びも楽しいです 。
フロアにも遊びにいらして下さい 。お待ちしています。フロアに 子育てコーディネーターが
います。お気軽にお声をかけてください。

５月 講座 、４月３日（火）８時３０分より電話受付します。
、平日８時半～１７時までとなります。（あお テレフォン０４７－３８７－５４５６）

受付時間

月

火

音 ゆりかごコン
2 サート み
予約開始
あお フロア
９：００～１２：００
ベビーフロア
１３：３０～１５：３０

9

3

あお フロア
９：００～１２：００
い い～１歳フロア
１３：３０～１５：３０

あお フロア
９：００～１２：００
ベビーフロア
１３：３０～１５：３０
17

ベビーフロア
１３：３０～１５：３０

23

ベビーフロア
１３：３０～１５：３０

19

あお フロア
９：００～１２：００
あお フロア＋園庭
１３：３０～１５：３０
20

言葉

発達講座

い い～１歳+園庭
１３：３０～１５：３０

25

い い～１歳フロア
１３：３０～１５：３０

13 身体測定

い い～１歳+園庭
１３：３０～１５：３０

ベビーフロア
９：００～１２：００
あお フロア
１３：３０～１５：３０

あお フロア
９：００～１２：００

あお フロア
９：００～１２：００
あお フロア＋園庭
１３：３０～１５：３０

ほやほやママ講座

18

24

お友だちと遊ぼう講座

12 身体測定

ベビーフロア
９：００～１２：００
あお フロア
１３：３０～１５：３０

あお フロア
９：００～１２：００
い い～１歳フロア
１３：３０～１５：３０

誕生会講座

6
あお フロア
９：００～１２：００
い い～１歳+園庭
１３：３０～１５：３０

11 身体測定

身体測定

金

5
ベビーフロア
９：００～１２：００
あお フロア
１３：３０～１５：３０

あお フロア
９：００～１２：００
い い～１歳フロア
１３：３０～１５：３０

16

木

4

講座受付開始日

10

身体測定

水

26

あお フロア
９：００～１２：００
あお フロア＋園庭
１３：３０～１５：３０

27

ベビーフロア
９：００～１２：００

お友だちと遊ぼう講座

あお フロア
９：００～１２：００

あお フロア
１３：３０～１５：３０

相談・あお フロア
１３：３０～１５：３０

あお フロア＋園庭
１３：３０～１５：３０

30
昭和

＜あお フロア＞ 0歳～未就学 親子
＜ い い～１歳＞ずり い～１歳 親子
＜ベビーフロア＞妊婦さんと０歳 親子
＜相談・あお ＞ 予約なし・相談 無い方もどうぞ

日

【フロア
フロア

親子で自由に遊ぶ場です。予約

ゆったりとした空間です。子ども
木製おもちゃ 他 滑り台や

ご案内】

要りません。あお

室内

木

温もりを感じる

発達や遊びを考えた遊具を揃え、手作り おもちゃや高品質
い

い板

ある大型室内コンビジムや木製キッチンなど

遊具を揃え、子どもたちに豊かな遊び場を提供します。（授乳、調乳室あります）
＊月曜日と木曜日
＊相談・あお

日

フロア

講座が入る関係で不定期になります。講座

すべて予約制です。

、心理カウンセラー永瀬春美先生がフロアにいます。お子さんを遊

＜あお テレフォン＞
あお 子育て支援センター
℡０４７－３８７－５４５６ （月～金 平日 ８：３０～１７：００）
子育て 不安や悩み、ひとりで悩んでいませんか？
一人で抱え込まずに、保育士にご相談ください。
電話相談・個別相談・フロアで 相談も受け付けております。

〒２７０－２２２１ 松戸市紙敷３－８－１１（東松戸保育園内）
東松戸駅より徒歩１０分です。（保育園駐車場に車

停められません。）

せながら相談することができます。

４月
＜講座

あお

講座

申し込みについて＞ 受付時間

｛あお テレフォン｝☎３８７－５４５６ 講座
月齢

（4月

予約時

月～金

講座

3月2日（金）8時半より受付開始しています。平日１７時までとなります）

平日８時半～１７時です。講座

月齢で なく、講座を受ける日程時
場合

方にご連絡するため、当日

キャンセル

講座を中止・延期になる場合があります。ご了承ください。予約いただいたご連絡先へ

ほやほやママ講座
4月１2日（木） １０：００～１１：３０

（予約8組・無料）

ために簡単な手作りおもちゃ（ペットボトルマラカス）を作りおしゃべり

わかりやすくお伝えします。言葉

しましょう。〈持ち物〉バスタオル 他

直接相談することもできます。

講座と 重複予約OKです。

い

キャンセル待ちで予約できます。重複OK

子育て応援企画！親子でＥｎｇｌｉｓｈ

５月１０日（木） （予約１２組・無料） １０：００～１１：３０

５月１４日（月）１０：００～１１：００（予約１２組・無料）
【講師】ポルクインターナショナルスクール

【場所】あお 子育て支援センター 【持ち物】０歳児
いに関する疑問やケア、乳腺炎と食べ物

えるかなど助産師

バスタオル

【対象】１歳半～２歳

関係、卒乳をどう考

【場所】音

話を聞いて、お子さんとママに合った方法を考えて

みませんか？プラスして男

発達でご心配な事があれ

講座もあります で、お問い合わせください。

講座(＋おちんちんケア）

【講師】松田洋子助産師 ハートイン松田助産院
おっ

基本的な発達と、ママパパができるコミュニケーション方法を

（５月 講座 ４月３日（火）8時半より受付開始です。平日１７時までとなります）
音 ゆりかごコンサート み４月２日（月）８時半より予約受付します。

講座

２つ予約できます。３つ目以降
おっ

（予約１５組・無料）

【講師】清水幸代言語聴覚士
言葉

講座

HPでお知らせします。

【場所】あお 子育て支援センター

ママになって生活が変わり、戸惑うこと ありませんか？赤ちゃん

５月

間でお願いします。

発達講座

４月１９日（木） １０：００～１１：３０

【対象】妊婦さん・６カ月まで お子さんと保護者

あお

８時半～９時

お電話と東松戸保育園

言葉

【場所】あお 子育て支援センター

５月

ありません。

月齢でご予約ください。参加するご兄弟も一緒にお伝えください。

また、ご予約をキャンセルする場合、わかり次第ご連絡ください。キャンセル待ち
台風,大雪等悪天候

すべて予約制です。

お子さんを連れて親子で一緒に参加できます。妊婦さんも参加できます。保育

子ママ 良くある疑問おちんちんケアに

ゆりかご保育園ギャラリーフルール

英語で歌、ダンス、ストーリータイム（読み聞かせ）など楽しいアクティ
ビティがいっ

い。親子で遊 ながら英語に親しんでみませんか？

ついても聞いてみましょう。妊婦さんもご参加ください。
予約時に混合・母乳・ミルク

歯科講座・歯磨きと食生活からむし歯を防ごう

み、質問したい内容をお聞きします。

５月２１日（月）１０：００～１１：００（予約1２組・無料）
歌・音

ゆりかごコンサート♪

【講師】中央保健福祉センター歯科衛生士

４月２日（月）より予約開始

５月２８日（月） １０：００～１１：００（予約３０組・無料）

【場所】あお 子育て支援センター
歯磨きについて困っていませんか？むし歯にならないため

【ソプラノ】松井亜希さん 【ピアノ】久居麻紀子 重複予約OKです
【場所】音

ゆりかご保育園 ギャラリ―フルール

0歳から聴ける音
初夏

歯みがき習慣や食生活など、学 ましょう。質問もできます。

ゆりかごコンサートです。

リラックスアロマセラピー講座

歌に耳を澄ませ、親子でコンサートを楽しみましょう。

子育て 忙しさを忘れ、素敵な と時を過ごしてください！

５月３１日（木）１０：15～１１：３０（予約15組・参加費３００円）
【講師】八木美沙季さん（アロマインストラクター）

ベビー手話講座

【場所】音 ゆりかご保育園ギャラリーフルール
アロマ 香りを楽しむだけで なく、自律神経を落ち着かせる効果

５月３１日（木）１３：３０～１４：３０（予約１２組・無料）
【講師】安蒜理絵さん（ベビー手話講師）

もあります。アロマ 基本的なお話を聞き、リラックスできるルーム

【場所】あお 子育て支援センター

スプレーをオリジナルで作りましょう。

ベビー手話

(持ち物）バスタオル

手を使って赤ちゃんと会話ができるコミュニケーション

ツールです。毎日

育児にどう取り入れれ

《持ち物》0，1歳で抱っこ も、おんぶ もがある方

よい か、楽しく体験

０，１歳児

お持ちください。

アロマ 調合時に使用すると安心して作れます。

しましょう。お子さんと一緒に覚えていけたら素敵です 。
＊＊＊＊＊4月

講座予約分より予約方法を変更します＊＊＊＊＊

電話予約混雑解消 為、おともだちと遊ぼうと誕生会
話で 予約 ４月３日（火）８時半より行います。

お友だちと遊ぼう 講座
あお

、５月

（あお 講座と

講座予約

３月27日（火）よりフロアで

先行予約を開始します。電

重複予約OKです）

フロア（自由に遊ぶフロア）を利用すると、場所や担当者に慣れ、お子さんが講座

活動に参加しやすくなります。ぜ フロアもご利用ください！

わらべうたを楽しもう

新聞紙で遊ぼう

４月２３日（月） 予約１０組 無料 １０：００～１１：１５

５月２４日（木） 予約１０組 無料 １０：００～１１：１５

４月２６日（木） 予約１０組 無料 １０：００～１１：１５

【場所】東松戸保育園ホール（持ち物）靴袋 水分補給

【場所】東松戸保育園ホール（持ち物）くれよん 靴袋 水分補給
【対象】２０１４年４月２日生まれ～２０１６年４月１日生まれ

【対象】２０１４年４月２日生まれ～２０１６年４月１日生まれ

未就園児

お子さん

身近な素材新聞紙を使って遊 ましょう。雨

おともだちと一緒にわらべうたを楽しみましょう！裸足で行います。

ホール使用

関係で１回

日

未就園児

みとなります。

お誕生会講座
４月誕生会 ４月１６日（月）１０：００～１１：３０
予約12組 無料

５月誕生会 ５月７日（月）１０：００～１１：３０
（対象）お誕生月

お子さん（未就園児）と保護者

お子さん 誕生日をお友達と一緒にお祝いしませんか？歌やパネルシアターなどを見て、お友だちと楽しいお誕生会を過ごしましょう。
手づくり

お誕生カード

プレゼントもあります。

【場所】あお 子育て支援センター

あお 講座と

お子さん

遊 にもいいです

重複予約OKです。

！

