
 

 

 

 

６月の予定 

◎支援ルームをご利用の方は、電話での予約をお願いします。 

（午前 10：00～11：30、午後 1：30～3：00 各２組の完全予約制および入替制となります。） 

保護者様は各組１名のみ、お子様は 4名に達した時点で締め切らせていただきます。 

◎予約は希望日の 1週間前の午前 9時 30分から、前日午後 4時までの事前予約になります。 

◎一週間にイベントを含め 2回までご利用ができます。※キャンセルの場合は、2日前までに（当日の場合は午前 9時 30分までに）必ずご連絡ください。 

◎電話相談は月曜～金曜日、午前 10：00～午後 4：00までです。（午前 12：00～午後 1：00は相談できません。） 

  カレンダー内の電話相談日は電話相談のみとし、支援ルームの開放はありません。 

◎園ではコロナウイルス対策として、支援ルーム・ホールへの入室の際、玄関前で保護者様とお子様の検温（37.5℃以下であり、咳・鼻汁なし）と手指の消毒の 

ご協力をお願いしています。ご利用の際には、マスクの着用(保護者様と乳幼児は可能な範囲)と入室名簿の記入をお願いします。  

※園では来園されるすべての方に、検温・視診・手指の消毒を行っています。 

◎諸事情により急な予定変更や閉所となる場合があります。 

一の割自然保育園 地域子育て支援センター 

わかたけ 

令和４年６月１日 №３ 

☆親子講座『キッズパーカッション♪』☆ 

5月 11日（水）午前 10時～11時 

日本音楽総合研究の講師による講座が開催され

ました。様々な大きさの太鼓・ロリポップドラム・タン

ブリンなどの楽器を、講師のピアノに合わせて演奏

し、子ども達のはじける笑顔が見られた一時間でし

た。次回は７月 27日、ぜひお申込み下さい。 

強い感染力を持つ新型コロナウイルス オミクロン

BA.2 の感染者数が、高止まりのままの状態が続

いています。ウイルス対策の基本は「不要不急の

外出自粛（昼夜を問わず）」「手洗い・アルコール消

毒・換気」「マスクの着用」「３密の回避」「６時間以

上の良質な睡眠」「栄養のある食事」です。外出先

からの帰宅時や調理の前後、食事前などにこまめ

に石けんで手を洗い、アルコール消毒液などで除

菌しましょう。また、気温の上昇に伴い、マスク着

用による熱中症なども懸念されています。子ども

は体温の調節能力がまだ十分に発達していない

ので、特に注意が必要です。体調の変化に気をつ

けましょう。 

 

 色とりどりの紫陽花に、梅雨の訪れを感じる季節となりました。雨上がりには葉っぱもきれいに洗われて、

とても気持ちよさそうです。気温の変化が大きい季節ですので、風通しが良く調節しやすい衣服で過ごし、

こまめな水分補給を心掛けながら、戸外で活発に遊びましょう。 

 

戸外で活発に遊べる時期ですが、気温のＴの緑も豊かになり、風の爽やかな季節となりました。外遊び

やお散歩が楽しい季節ですね。澄んだ青空の下では心地良い風を受けて、元気よくこいのぼりが泳いでい

ます。子ども達を見守っているようですね。元気なこいのぼりのように皆さんが、身も心も逞しく育ってほし

いと願っています。 

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4

電話相談日

AM10：00～12：00

AM10：00～11：30 AM10：00～11：30

PM1：30～3：00 PM1：30～3：00 PM1：30～3：00

6 7 8 9 10 11

乳児園庭開放
支援ルーム開放 ：午前

０才ベビーの日

食育講座
『こころ･からだ･あたまを育て

る5の法則』

AM11：00～12：00 AM10：00～11：30 AM10：00～11：00

AM10：00～11：30 AM10：00～11：30

PM1：30～3：00 PM1：30～3：00 PM1：30～3：30 PM1：30～3：00 PM1：30～3：00

13 14 15 16 17 18

加藤啓子先生

『キッズビクス』

AM10：00～11：00

乳児園庭開放 AM10：00～11：30 AM10：00～11：30

AM11：00～12：00

支援ルーム開放午後のみ AM10：00～11：30 AM10：00～11：30

PM1：30～3：00 PM1：30～3：00 PM1：30～3：30 PM1：30～3：00 PM1：30～4：00 AM10:30～12:00

20 21 22 23 24 25

乳児園庭開放
支援ルーム開放 ：午前

０才ベビーの日
食育講習会

『離乳食講座：前期』
 髙野看護師

『子どもと夏の感染症』

AM11：00～12：00 AM10：00～11：30 AM10：30～11：00 AM10：00～11：00

AM10：00～11：30

PM1：30～3：00 PM1：30～4：00 PM1：30～3：00 PM1：30～3：00 PM1：30～3：00

26 27 28 29 30

乳児園庭開放 電話相談日
ホール開放

「わかたけで遊ぼう」

AM11：00～12：00 AM10：00～12：00 AM10：00～11：00

AM10：00～11：30

PM1：30～3：00 PM1：30～3：00 PM1：30～3：00 PM1：30～3：00

支援ルーム開放
午後のみ

支援ルーム開放
午前･午後

支援ルーム開放
午前･午後

子育てひろば
『園庭開放』

支援ルーム開放
午後

電話相談日

5

支援ルーム開放
午前･午後

支援ルーム開放
午前･午後

支援ルーム開放
午後のみ

支援ルーム開放
午後

言語聴覚士による
個別相談

12

支援ルーム開放 ：午前
０才ベビーの日

支援ルーム開放

午前・午後:足形アート

「てるてるぼうず」

「カエルの雨やどり」

支援ルーム開放
午前･午後

子育て相談日
（1組）

19

支援ルーム開放
午前･午後

支援ルーム開放
午後のみ

電話相談日
支援ルーム開放

午後のみ
支援ルーム開放

午後のみ

支援ルーム開放
午前･午後

支援ルーム開放
午後のみ

支援ルーム開放
午後

支援ルーム開放
午後のみ



 
 

 

 

 

☆６月１８日（土）ＡＭ10：30～12：0０ 

土曜ひろばを行います。AM10：30～乳児園庭、11：15～幼児園庭を 

開放します。親子で一緒に遊びましょう。お父さんも大歓迎です。 

（対象は未就学児と保護者様です。１０組限定。雨天中止） 

（６月９日（木）AM10：00～お申し込みください。） 

 

☆６月２２日（水）ＡＭ10：30～11：00 

当園の栄養士による『離乳食講座：前期』を行ないます。生後５～６ヶ

月頃・ゴックン期の講座です。月齢が前後していたり、妊娠中の方も是

非ご参加ください。 

（対象は０歳児と保護者様、妊娠中の方です。１０組限定） 

（６月１０日（金）AM10：00～お申し込みください。） 

☆７月 ６日（水）ＡＭ10：30～11：15 講師による食育講座『のびのび手づかみ離乳食を行います。(０歳親子 5 組と妊婦の方)  

☆７月１１日（月）ＡＭ10：00～11：00 フィットネスインストラクター講師による『ベビーマッサージ』を行います。 

(対象：首のすわった４ヶ月位から歩き出す前の０歳児のお子様と保護者様 １０組限定) 

☆７月１３日（水）ＰＭ 1：30～ 3：30 言語聴覚士による個別相談を行います。（３組限定） 

☆７月１４日（木）ＡＭ10：00～0：30  医学博士による個別育児相談を行います。（３組限定） 

☆７月１６日（土）ＡＭ10：30～0：00  土曜ひろば『園庭開放』を行います。お父さんも大歓迎です。(２０組限定)  

☆７月２７日（水）ＡＭ10：00～11：00 日本総合音楽研究の先生による親子教室『にこにこ体操』を行います。(10 組限定) 

１・２歳児が対象です。  

日本ィットネスインストラクター講師による『ベビーマッサージ』を行います。(対象：首のすわった４ヶ月位から歩き出す前の０歳児のお子様と保護者様 １０

組限定)日程未定     ＡＭ10：00～10：30 副園長による『離乳食講座：初期』を行います。(１０組限定)決まり次第お知らせします。 

※詳細はわかたけＨＰ（http://ichinowari-hoikuen.ed.jp/childcare/gyouji.php）６月号に掲載いたしますので、ご確認下さい。 

※急な予定の変更や閉所となる場合もありますので、ご了承ください。 

足形アートを作ろう！ 

６月の予定 
６月の製作は、「てるてるぼうず」「カエルの雨やどり」です。 

一の割自然保育園 地域子育て支援センター『わかたけ』

℡:080-3429-0115（平日午前 9 時 30 分～午後 4 時） 

☆６月８日（水）ＡＭ10：00～11：00 

講師による食育講座『こころ・からだ・あたまを育てる ５の法則』を行い

ます。食の好き嫌いには５感が大きな役割を果たしています。食事と発

達の関係を知り、味付けや調理法、彩に５つの法則を使って美味しくバ

ランスの良い食事法を学びます。家族の野菜嫌いを解消するきっかに

なったと人気の講座です。 

（対象は就学前のお子様と保護者様です。１０組限定） 

（５月２７日（金）AM10：00～お申し込みください。） 

他にもいろいろを作ろう！ 

申し込み多数により電話が大変つながりにくくなっております。イベントにより申込日が違いますので、間違いのないようにお申込み

ください。またコロナの感染状況によりイベントが中止になる場合がありますので、ご了承の上の申し込みをお願いしております。 

（申込は携帯電話のみとさせていただいております。） 

６月７日・１４日・２１日（火）AM10時～11時 30分 

０歳ベビーの日として、支援ルームを開放します。手遊び・季節の 

製作・絵本の読み聞かせなど、親子で楽しみたいと思います。１週 

間前の午前 9 時 30分から予約を受付けますので、ぜひご参加く 

ださい。（対象は０歳のお子様と保護者様です。３組限定） 

☆６月８日（水）PＭ1：30～3：30 

言語聴覚士による個別相談を行います。ことばの発達の遅れや、声や

発音の障害など、気になっていることがあれば、一人で悩まず相談して 

みませんか。（対象は未就学児と保護者様です。３組限定） 

（５月２５日（水）AM15：00～お申し込みください。） 

 

☆６月２９日（水）ＡＭ10：00～11：00 

ホール開放『わかたけで遊ぼう』を行います。はじめましてのお友達もそ

うじゃないお友達も、手遊び・うた遊び・季節の製作などで、一緒に遊

んで、楽しみませんか。身長・体重測定も行っています。 

（対象は３才までのお子様とその保護者様です。１０組限定） 

（６月１７日（金）AM10時より受け付けます。） 

☆６月１３日（月）ＡＭ10：00～11：00 

加藤啓子先生（日本こどもフィットネス協会公認インストラクター）による 

キッズビクスを行います。楽しい曲に合わせて踊るダンスやゲーム・製作 

など楽しいプログラムです。親子で一緒に楽しみながら、思いきり体を動

かしましょう。（対象は２歳児と保護者様です。１０組限定） 

（６月２日（木）AM10：00～お申し込みください。） 

☆６月２４日（金）ＡＭ10：00～11：00 

当園の看護師による『こどもと夏の感染症』を行ないます。手足口病・ 

ヘルパンギーナ・水いぼ・プール熱など、夏に向かって流行する感染症

への対策の講座です。（対象は未就学児と保護者様です。１０組限定） 

（６月１６日（木）AM10：00～お申し込みください。） 


