育児講座
「みんなの人気者！はらぺこあおむし
フェルトおもちゃリターンズ☆」
昨年大好評だった「はらぺこあおむし」の手作りおもちゃ制作が帰ってきました！
可愛いくるみボタンをつける簡単な作業なので裁縫が苦手な方も気軽にご参加ください♪
日時：４月２７日（金）
場所：和泉保育園２Ｆホール
時間：①１０：００～１１：３０（５組）
②１３：００～１４：３０（５組）
持参物：糸切りばさみ（ある方）
※昨年の「はらぺこあおむしフェルトおもちゃ」に
参加されていない方を優先させて頂きます。
限定１０組
ＴＥＬ（０８９）９４３－５６５６
予約開始日：３月２７日（火）９時～

ふれあい広場とは?
ふれあい遊びや絵本の読み聞かせ、季節にちなんだ制作などを行い、親子のふれあ
いを深めるものです。
年齢の近いお友だちとコミュニケーションをとれたり、季節や年齢に合った遊びを
体験することができます。ふれあい遊びでは、お子様とのスキンシップのとれる遊び
の提供だけでなく保護者同士での交流を深めるものもあります。ふれあい広場でお子
様や保護者同士の関わりを深め、たくさん楽しい思い出を作っていきたいと思いま
す。ぜひご参加ください。

♪素敵な特典のお知らせ♪
毎月広場で押しているスタンプが集まると、素敵な特典が付きます。
例えば、スタンプが多い人が優先的に参加できるイベントや、素敵なプレゼントなど！
楽しみにしていてくださいね！
たくさん遊びに来てね。
待ってるよ！

４月のひろばだより
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ワクワクドキドキな新学期が始まりますね。新しいお友だちやお母さんと、様々な活動を楽しみながら
お子様たちの成長を一緒に見守っていきたいと思います。今年度もよろしくお願い致します。

☆４月の活動予定☆
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＜朝生田ふれあい広場＞・・朝生田ふれあいセンター
住所：朝生田６－３－３２(駐車場あり)
☆ 駐車場は朝生田ふれあいセンターから南へ約 100ｍ、
朝生田こどもひろばグラウンド内

＜和泉ふれあい広場＞ ・・和泉保育園２Ｆホール
住所：和泉北１－２０－１８（駐車場あり）
※入室は１０時３０分までにお願いします。
※１～３歳広場は、和泉、朝生田のどちらかに
お越しください。

＜今年度のふれあい広場の該当クラス＞
◎３歳児広場◎
H2７・4 ～H2８・3 生まれのおともだち

◎１・2 歳児広場◎
H2８・4 ～

日時：4 月 6 日（金）
場所：和泉保育園 2F ホール
時間：１０：３０～１１：００

生まれのおともだち
◎赤ちゃん広場◎

1 歳未満のおともだち
(1 歳を過ぎていても、歩行ができない場合は
赤ちゃん広場にお越しください。)

＊詳しくは、保育士にお尋ねください。

のびのび広場
「石手川緑地公園で遊ぼう♪」
石手川緑地公園で、みんなで遊びませんか？アスレチ
ックや大きな滑り台などの遊具で身体をたくさん動かし
て楽しみましょう。

１・２歳 赤ちゃん
25

お話広場
お話広場では紙芝居や大型絵本、パネルシアターなど、
お家ではなかなか見られない様々なお話を楽しめます。
今年度からお話広場にシールカードが登場しました☆
１回来るごとに１枚好きなシールを貼ることができま
す。
シールをたくさん集めると何か良いことがあるかも…!？
ぜひ遊びに来て下さい！
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日時：４月１２日（木） （雨天中止）
場所：石手川緑地公園
（現地集合）
（赤いロープのジャングルジムがある公園）
時間：１０：３０～１１：１０
※公園の駐車場に置けない場合は、和泉保育園の駐車
場を
ご利用ください。
＊ 雨天の場合は中止ですが、天候があいまいな場合は、
９４３－５６５６までご連絡ください。
＊ 予約等、必要ありません。

園庭開放
園庭いっぱいに飛ぶシャボン玉遊びを楽しみませんか?
様々な形や大きさのシャボン玉を作ることができますよ。
ぜひ遊びに来て下さい！
日時：４月２３日（月）
場所：和泉保育園園庭
時間：１０：３０～１１：３０
持参物：なし

育児講座
「はらぺこあおむしフェルトおもちゃ」
昨年大好評だった「はらぺこあおむしフェルトおも
ちゃ」の制作が帰ってきました！
※詳しくは別紙参照

育児講座
「親子で楽しもう！収穫体験」
みんな大好き！待ちに待った収穫体験です。今年もじゃがいも収穫の予定です。ヤギと触れ合っ
たり、親子で大きなじゃがいもを掘ったりして自然と触れ合いませんか?ぜひご参加ください！
今回は、保育園からバスに乗って出発します♪遠足気分で楽しみましょう。もちろん現地集合でも
構いませんので予約時にお知らせください。
対
日

象：あんよができる 1 歳以上から・予備日と両日参加できる方
時：5 月 25 日（金）
雨天時の場合は、5 月 29 日（火）に延期

時

間：現地集合の方１０：２０にアルムの里 集合（時間厳守）
バスに乗る方 ９：５０に和泉保育園 集合（時間厳守）
※保育園の駐車台数に限りがあるため、なるべく公共の乗り物や乗り合わせにご協力
お願い致します。

場

所：アルムの里 <伊予砥部町重光２７５－１>

持参物：帽子、タオル、水分補給など（必要な場合は抱っこ紐等）
＊汚れてもいい服装でお越しください。
※足元が悪いためベビーカーの利用はご遠慮ください。
＊予約日：4 月２４日（火）９時～ ≪１５組限定≫
※天気があいまいな場合は、９４３－５６５６までご連絡ください
※３０年度の利用登録がまだの方は事前にセンタールーム、または広場にお越しください
。

のびのび広場
「親子でふれあいリトミック♪」
リトミック教室「ToiToiToi」の講師立花佳子先生に来て頂きます。楽しい音楽に合わせて、親子
でふれあいながら思いきり身体を動かして遊びませんか?リトミックってどんなことをするのだろ
う?どんな効果があるのかな?と気になっている方も、ぜひご参加ください！
対 象：しっかり歩行のできる１歳から
日 時：5 月２８日（月）
時 間：１０：００～１０：４０
場 所：和泉保育園 2Ｆホール
持参物：水分補給、動きやすい服装（お母さんも）
＊予約日：4 月２５日（水）9 時～

≪１０組限定≫

５月のひろばだより
新緑が美しい季節になりましたね。今月は歯磨き指導、
収穫体験などたくさんのイベントがあります。
様々な経験を通して親子でたくさん思い出を作って行き
松山
ましょう♪

５月の活動予定
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和泉保育園

お話広場
アンパンマンと仲間たちがエプロンシアターに
登場！みんながよく知っている野菜のお話です。
ぜひ遊びに来て下さい♪
日 時：5 月１１日（金）
場 所：和泉保育園 2Ｆホール
時 間：１０：３０～１１：００
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「歯磨き指導」
天山歯科クリニックの歯科衛生士さんをお迎えし
て、１人ひとりに歯磨き指導をしていただきます。
虫歯になりにくい正しい歯磨きの基本や、仕上げ磨き
の仕方を一緒に学んでみませんか？
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予備日

1～3 歳対象のリトミックを行います♪詳しくは別紙参照
＜今年度のふれあい広場の該当クラス＞
◎３歳児広場◎
H2７・4 ～H2８・3 生まれのおともだち
◎１・2 歳児広場◎
H2８・4 ～
生まれのおともだち
◎赤ちゃん広場◎
1 歳未満のおともだち
(1 歳を過ぎていても、歩行ができない場合は
赤ちゃん広場にお越しください。)
＜朝生田ふれあい広場＞・・朝生田ふれあいセンター
＊詳しくは、保育士にお尋ねください。
住所：朝生田６－３－３２(駐車場あり)
☆ 駐車場は朝生田ふれあいセンターから南へ約 100ｍ、
朝生田こどもひろばグラウンド内

＜和泉ふれあい広場＞ ・・和泉保育園２Ｆホール
住所：和泉北１－２０－１８（駐車場あり）
※入室は１０時３０分までにお願いします。
※１～３歳広場は、和泉、朝生田のどちらかにお越しくださ
い。

日 時：５月１０日（木）
場 所：和泉保育園 ２Ｆホール
時 間：１０：３０～１１：３０
準 備 物：歯ブラシ、タオル ＊要予約
歯ブラシのプレゼントがあります♪
＊予約が必要です。随時予約受付中！

育児講座
「親子で楽しもう！収穫体験」
毎年大好評の収穫体験。今年もじゃがいもを収穫す
る予定です！

※詳しくは別紙参照

園庭開放
「みんなで夏野菜を植えよう！」
一緒に苗植え体験をしてみませんか?植えた苗
は２階センタールーム外のテラスで栽培します。
日 時：5 月 14 日（月）トマトの苗植え
5 月２１日（月）ピーマンの苗植え
時 間：１０：３０～１１：３０
場 所：和泉保育園園庭
持参物：帽子、水分補給、タオル
汚れても良い服装でお越しください。
※予約は必要ありません。
※雨天時もテラスで苗植えを行います。

