
 

 

 

 

◎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。 

８月の予定 

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８月１日 №５ 

新型コロナウイルス変異株の拡大が第７波に入り、

感染者数がまた増加の傾向にあります。「新しい生

活様式」を実践しながら、これまでと同様のウイル

ス対策：「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」を守りましょう。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。 

 「ミーンミーンミーン」と鳴くセミの声、「リンリンリン」と鳴る風鈴の音、夏の響きが聞こえてきます。

暑い日が続いていますので、「こまめな水分補給」と「適度な休憩」など、子どもたちの体調管理に

気をつけ、十分な栄養補給と睡眠時間は欠かさないようにしましょう。旅行や帰省など楽しい予定

が待っていると思います。事故やケガには気をつけて、楽しい夏休みを過ごしてくださいね。 

☆親子講座『ベビーマッサージ』☆ 

７月１１日（月）午前 10 時～11 時 

専門講師による講座が開催され、親子で向き合

いながら、愛情たっぷりのベビーマッサージを一時

間行いました。最後にボールを使ったママのヨガを

行い、気持ち良く体を伸ばしました。 

次回は８月２０日（土）のキッズビクスです。ぜひ

お申込み下さい。 

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6

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

『手づかみ離乳食』

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

AM10：00～11：30 AM10：00～11：30

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

8 9 10 11 12 13

支援ルーム開放
午前のみ

子育て相談日
（1組）

AM10：00～11：30 AM10：00～11：30

AM10：00～11：30 AM10：00～11：30

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

15 16 17 18 19 20

AM10：00～12：00 AM10：00～11：30

AM10：00～11：30 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 AM10:00～11:00

22 23 24 25 26 27

乳児園庭開放
支援ルーム開放 ：午前

０才ベビーの日
ホール開放

「わかたけで遊ぼう」
電話相談日

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

AM10：00～11：30

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

28 29 30 31

乳児園庭開放
支援ルーム開放 ：午前

０才ベビーの日
電話相談日

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

PM1：30～4：00 PM1：30～3：00 PM1：30～3：00

山の日

21

支援ルーム開放
午前･午後

14

支援ルーム開放
午前･午後

支援ルーム開放
午前･午後

7

支援ルーム開放
午前･午後

支援ルーム開放
午後

支援ルーム開放
午後

支援ルーム開放
午後

支援ルーム開放
午前･午後

言語聴覚士による
個別相談

電話相談日

支援ルーム開放
午前･午後

支援ルーム開放
午後

電話相談日

支援ルーム開放
午後

支援ルーム開放
午前･午後

支援ルーム開放
午前のみ

子育てひろば
『キッズビクス』

電話相談日

支援ルーム開放
午後

支援ルーム開放
午前･午後

電話相談日

支援ルーム開放
午後

電話相談日
支援ルーム開放

午後
支援ルーム開放

午後



 
 

 

 

 

息を吹き込むと、舌が 

真っ直ぐにのびるよ！ 

☆９月 ７日（水）ＡＭ10：00～11：0０ 臨床心理士による講座を行います。『子どものかんしゃくについて』(未就学児とその保護者様１０組限定)  

☆９月１０日（土）ＡＭ10：30～ 0：00 土曜ひろば『園庭開放』を行います。お父さんもぜひご参加ください。(２０組限定) 

☆９月１４日（水）ＡＭ10：00～11：00 日本総合音楽研究の講師による親子教室『秋まつり！“ドンドコドン”』を行います。(１０組限定) 

☆９月１４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） 

☆９月１５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） 

☆９月２６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『キッズヨガ』を行います。(対象：１歳児のお子様と保護者様 １０組限定) 

※また、ご質問等（子育て、その他お答えできる範囲の内容に限ります）がございましたら、お気軽に下記番号までお問い合わせください。 

手形・足形アートを作ろう！ 

９月の予定 

支援ルームでは色々な製作を行っています。 

一の割自然保育園 地域子育て支援センター『わかたけ』

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

他にもいろいろ作ろう！ 

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。） 

８月２日・２３日・３０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。４組限定） 

☆８月１０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） 

（７月２１日（木）AM10 時よりお申し込みください。） 

 

☆８月２４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） 

（８月１０日（水）AM10 時よりお申し込みください。） 

☆８月２０日（土）ＡＭ10：00～11：00 土曜ひろば☆ 

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。（対象は未就学児と保護者様１名です。お父様の参加 

も大歓迎です。１０組限定） 

（８月４日（木）AM10 時よりお申し込みください。） 

☆８月３日（水）ＡＭ10：30～11：30☆ 

講師による食育講座『手づかみ離乳食』を行います。赤ちゃんが初めて

出会う「食」は、体の成長ばかりでなく脳の発達、味覚形成、運動機能

の発達に大きな関わりがあります。赤ちゃんの「やりたい」を尊重し、あな

たと赤ちゃんにピッタリ合ったのびのび育児を始めませんか。 

（対象は 0 歳児親子 6 組と妊娠中の方です。） 

（７月６日の講座のキャンセル待ちの方限定となります。） 

活動には水分補給用の飲み物を、 

必ずご持参ください。 
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