
牟礼岡
コミュニティセンター

牟礼岡
コミュニティセンター

宮
コミュニティセンター

身体測定･育児相談など
（支援に行きます）

本名
コミュニティセンター

北部子育て相談 身体測定･育児相談など
（１３：３０～） （支援に行きます）

むれが岡保育園 歯科指導
児童クラブ室 給食試食会

公園で遊ぼう
（雨天時:手作りおもちゃ）

吉野公民館講座
（申込者のみ）

牟礼岡
コミュニティセンター

吉野公園
緑のスペース集合

牟礼岡
コミュニティセンター

牟礼岡
コミュニティセンター

■お願い■　園庭・室内での遊び等、お子様から目を離さないようにお願いします。事故等の責任は負いかねますのでご了承ください。

12

15

29 木

27

木

21

22 木

13

YYのびっこ

9

7

金 宮サロン

木

　Ｈ２９年６月活動計画

おめで隊

日 曜日 サロン名

月

チューリップクラブ

5

水

大原公園サロン 大原公園

吉野公民館

七夕作り・飾りつけ

チューリップクラブ 親子エアロビクス

火

子どもの髪カットのやり方

月

吉野公園サロン

チューリップクラブ

26 月

場所

1

父の日プレゼント製作

吉田のびっこ

ドラミ♪ミュージック月

木

19

内容

ベビーマッサージ

楽器遊び

わらべ歌とベビーダンス

父の日プレゼント製作

フラダンス

北部保健センター

吉田保健センター

14

14

水

水

本名サロン

火

チューリップクラブ

水

8

牟礼岡サロン

チューリップクラブ

北部保健センター

北部保健センター

ちびっこ広場で遊ぼう

父の日プレゼント製作

夏の製作

吉田保健センター

 吉田・吉野の子育てサロン情報 ６月号    

 むれが岡保育園・子育て支援センター  

     

         

６月８日（木）チューリップクラブ 

      ☆フラダンス☆ 
講師を招き、親子で楽しくフラダンス
をしませんか？？ 
ぜひ！！スカートを穿いてきてくださ
いね♪（貸スカートもあります♪） 

   講師：窪 美智子さん他 

保育園の美味しい給食を味わってみません

か？？毎回大好評です♪ 

【１０組限定】ですので、早めに予約をお願いし

ます。 

＊６月５日（月）＊おめで隊  ベビーマッサージ 

            講師：鳥越 紫づ花さん 

＊６月９日（金）＊宮サロン  わらべ歌とベビーダンス 
            講師：鳥越 紫づ花さん  

         《持ってくるもの》抱っこ紐orスリング                                    

＊６月１４日（水）☆本名サロン  子どもの髪カットのやり方   

※活動の様子を

ホームページに

載せたいと思いま

すので、都合の

 ６月１５日（木）チューリップクラブ 

      給食試食会 

《メニュー》☆いわしのハンバーグ☆添え野菜 
     ☆野菜のごまマヨ和え☆里芋のみそ汁 

６月２９日（木） 
      チューリップクラブ  

☆親子エアロビクス☆          
講師：溜 智美さん                
前半は親子で楽しく！ 

後半はママの本格的エアロビクス

で汗を流しましょう！ 

       親子スイミング 
１５ｍプールで親子一緒に遊びませんか? 

日時：７月１日（土）１０：００～ 
場所：はまだ水泳教室 

費用：親子2名で３００円 
対象：オムツを卒業したお子さんと  
保護者（お父さん大歓迎です♪♪） 

         ７月8日（土）むれが岡保育園 夏祭り 
子育て支援センター「花」は、プログラム第2部で舞台発表します！ 
場所：むれが岡保育園園庭   駐車場：むれが岡小学校校庭 

おみやげ

もあるよ♪ 

※活動の様子を
ホームページに
載せたいと思い
ますので、都合
の悪い方はス
タッフまでお知ら



  子育て支援センター「花」 
     活動の様子 

 【おめで隊】 
タッチケア・わら
べ歌をして親子
ふれあい遊びを
楽しみました♪ 

  【宮サロン】 
親子エアロビクスがありま
した。親子体操やママ達
のトンネルを子どもたちが
くぐり・・何度も繰り返し楽
しんでいました。 

親子レクレーションの玉入れでは、
カラーボールを一生懸命集めて
入れてくれました。 

６月１８日は父の日です。 
大好きなお父さんに【うちわ】を作
る予定です。 

【母の日製作】 
手形で花束を 
つくりました。 

 【吉野公園サロン】 
吉野公園内をみんなでお散歩
したり、遊具で遊んだり・・ 
大好きなおやつタイムもあり、
ママ達は情報交換をしたりし
ていました。 

【チューリップクラブ】親子レクレーションが 
ありました。タオルをつかってソリにしたり、ブランコをし
て、みんな大喜びでした♪ 

【吉野公民館講座】   
５月から吉野公民館で、公民館講座が始まりました。沢山の親子の申し
込みがあり、にぎやかなスタートでした♪ 
写真・手形入りの自己紹介カードと、母の日製作をしました。 



親子スイミング
（申込者のみ）

七夕飾りを作ろう
川遊び

むれが岡保育園
支援センター「花」

身体測定･育児相談など

（支援に行きます）
ツインプルマザーズ
（１３：３０～）

本名
コミュニティセンター

北部子育て相談 身体測定･育児相談など

（１３：３０～） （支援に行きます）
むれが岡保育園
支援センター「花」

宮
コミュニティセンター

大原公園 そうめん流し
（雨天時は吉田太陽の郷） （１４日までに予約してね）

吉野公民館講座
（申込者のみ）

牟礼岡 夏野菜の収穫
コミュニティセンター （雨天時：スムージー作り）

吉野公園
緑の交流スペース集合

牟礼岡
コミュニティセンター
むれが岡保育園 保育園のプールで遊ぼう

支援センター「花」 給食試食会
■お願い■　園庭・室内での遊び等、お子様から目を離さないようにお願いします。事故等の責任は負いかねますのでご了承ください。

日 曜日 サロン名 場所 内容

チューリップクラブ 夏祭りの練習

1 土 はまだスイミング

3 月 おめで隊

8 土

10 月 北部保健センター

七夕飾りを作ろう

5 水

6 木

七夕・季節の歌

11 火 吉田のびっこ

11 火 東部保健センター

ドラミ♪ミュージック

吉田保健センター

12 水 本名サロン 七夕飾り・飾りつけ

12 水

チューリップクラブ

七夕飾りを作ろう

18 火 大原公園サロン

13 木 チューリップクラブ

14 金

24 月 吉野公園サロン ちびっこプールで水遊び

19 水 牛乳パックでおもちゃ作り

20 木

27 木 チューリップクラブ

〇Ｈ２９年７月活動計画〇

プール（１０：００～１１：００）

北部保健センター

YYのびっこ 吉田保健センター

むれが岡保育園　夏祭り　☆１６:３０開始☆

25 火 牟礼岡サロン 水遊び･しゃぼん玉遊び

七夕飾りを作ろう

北部保健センター

保育園のプールで遊ぼう

宮サロン

吉野公民館

吉田・吉野の子育てサロン情報 ７月号    

むれが岡保育園・子育て支援センター「花」 ホームページが新しくなりました！むれが岡保育園で検索 
             または、QRコードからでも検索できます⇒⇒⇒⇒ 
    ご不明な点がありましたら、下記までご連絡ください。 

    ★むれが岡保育園 ２９４－８９７９  
    ★子育て支援センター「花」２９４－７８５０ 
Google ストリービューで家にいながら、むれが岡保育園の見学ができるようになりました。

７月８日（土） むれが岡保育園 夏祭り(16:30開場) 
子育て支援センター「花」は、プログラム 
第２部で舞台発表します！ 
 場  所→ むれが岡保育園園庭 
 駐車場→ むれが岡小学校校庭 

１7：1０に園庭特設舞台そばに 

♪アヒルのダンス ♪エビカニクス 
♪指遊び（あたま・かた・ひざポン） 
      （トントンアンパンマン） 

   を親子で楽しく踊りましょう！ 

      親子スイミング 
 
日時：８月５日（土） 
場所：はまだ水泳教室 

費用：親子２名で３００円 
対象：オムツがとれたお子様と保護者 
（お父さん大歓迎！） 

     ７月２７日（木） 
給食試食会（チューリップクラブ）                            
むれが岡保育園の美味しい給食 
みんなで味わってみませんか？ 
【１０組限定】１組３００円（要予約）             
主食とお箸を持参してください。 
☆メニュー☆ 
しそ入りつくね 

ひじきとオクラの

サラダ 添え野菜 

【水遊びスタート！】 
持ってくるもの：水遊び着（水遊びパンツ）・タオ

ル･帽子・水筒・虫除け、日焼け予防 

７月５日（水）吉田川で水遊び 
            （YYのびっこ） 
吉田保健センターすぐの橋の下で
水遊びをしましょう。大人のくるぶし
位の深さです。サンダル又は長靴
を持ってきてください。 

７月１３日（木）・２７日（木） 
      （チューリップクラブ） 

むれが岡保育園の 
プールで遊ぼう！ 

☆各サロン七夕作りを楽しみましょう♪持ち帰ってお家に飾ろう 

７月２５日（火）ビニールプールで  
     水遊び・しゃぼん玉遊び 

７月２４日（月）ちびっこプールで  
         水遊び     
         （吉野公園サロン） 

親子とも水泳帽子･
水着を持ってきて

●７月２１日（金） 
吉田地域子育て支援者懇談会が開催されます。 


