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■ １１月の予定 ■ 行事への参加予約は １１/１(水)10 時からです
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休館日

＊印の日の 11：15～11：30 は手遊び、絵本の読み聞かせなどで楽しみましょう。
●印は手作りおもちゃの日です。

■■ 子育て座談会（要予約：定員８組）■■
子育ての悩み、ストレス、そして喜び、楽しみ、いろいろ
ありますよね。経験豊富なこころ塾の方々のお話を聞
いたり、同じ悩みをもつお母さんたちと一緒にお話をし
たりしましょう。お気軽にご参加ください。
日 時：１１月１６日（木） １０：３０～１１：３０
テーマ：「叱り方「怒り」のコントロール」について
※申し込み締め切りは１１月１５日（水）です

■■ 保健相談（要予約：定員１０組） ■■
本園の看護師と子どもの歯の健康についてお話をしま
しょう。
気軽にご参加くださいね。
日 時： １１月８日（水）１0：30～11：30
テーマ：「歯は一生の宝物」
※申し込み締め切りは１１月７日（火）です

は予約が必要です。

■■手芸クラブ（要予約：定員１０組）■■
かわいい小物を一緒に作ってみませんか。手芸が苦手な
人も楽しくつくれますよ。
日 時：１１月２２日（水） １０：００～１１：３０
「来年の干支」
材料代：１００円
※申し込み締め切りは１１月２１日（火）です。

■■やきいも■■
みんなでたき火を囲んでホクホクの焼き芋を楽しみましょ
う。予約はいりません。ぜひ遊びに来てくださいね。雨天
の時は、芋をふかして食べます。
日 時：１１月２６日（日）
10:00～12:00
場 所：第 2 園舎保育室・園庭

Ｉ♡子育てコメント
日中と夜との気温差が激しくなり、日に日に寒くなってきましたね、寒いとつい風邪をひかないようにと
重ね着をさせて厚着になりがちになりますね。でも厚着は動きの妨げになり体を動かしにくくなることもあ
るようです。子どもにとっては薄着の方が気温の変化を肌で敏感に感じとることができるので、皮膚の抵
抗力も高まり、風邪をひきにくい丈夫な体作りにつながるそうです。だんだんと寒くなるこの時季、毎日
元気で過ごしたいですね。
ゆりかごでは、毎日お家の方やスタッフに見守られながら子ども達はお絵かきやブロックで遊んだり絵
本を見たり、ままごとをして遊んだり・・・天気の良い日には「お外に行きたい」「すべりだいがしたい」と、
子どもの方から声があり、お外でお家の人と一緒に園庭で遊具や砂場などで楽しそうに遊んでいます。
広い園庭で遊ぶことができて、お母さん達からも喜ばれていますよ。木々の紅葉も始まり、秋も深まって
活動しやすい秋になり、戸外でたくさん遊べそうですね。
ゆりかごは、子育て中の親子の出会いと、交流の場です。新しい出会いを求めてどうぞ気軽に遊び
に来てくださいね。
堀岡
子育て川柳を募集中
応募用紙はゆりかごにあります。
たくさんの応募待っています。
２月に入賞発表です。

【手作りおもちゃの日】 １日(水) 1５日(水) ★みんなで作ろう！
※手作りおもちゃの日に材料を準備していますので、一緒に作りましょう！

【かくれんぼうみのむし】

★秋の全国火災予防運動 11/9～11/15
標語 「火の用心 ことばを形に 習慣に」

＊ゆりかごも、毎月園の子ども達と一緒に避
難訓練を行っています。
ご家庭で火災などの対策など考えてみてく
ださいね。

【どんぐりマラカス】

■あいあいくらぶ（要予約）■
子どもの成長、発達が気になる。相談した
いという方は保健師さんと話しができる場
です。
（詳しくはスタッフまで）

■■■ 利用者の声 ■■■
最初のゆりかごの印象は施設の説明が丁寧ということと、先生方が子ども達をよく見てくれている
なと思いました。予約がいらないので、子どもや天候に左右されることなく、時間ができたらゆりか
ごに行くことができるので助かっています。何回か通ううちに、子どもの方から「せんせい、せんせい」
と言って、ゆりかごに行きたがるようになり、今では週に何度も来るようになりました。親子共々とて
もゆりかごが気に入っています。
★ ママキ ★
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