
 

 

 

 

 

国分台ふたば保育園内 子育て支援センターが再開します! 

地域のみなさま、子育て真っ最中の新米ママ＆パパさん、ちょっと息抜き行ってみようかしら？と思っているママさんなどなど、支援センターを利用してみてはいかがで 

しょう。たくさんの笑顔との出会いお待ちしています! 

 

    ※園庭開放 10：30～12：00  13：30～17：00 

☆園庭開放・室内開放…月・火・水・木・金曜日        ※室内開放 10：30～12：00  13：30～15：30 

                        ※利用時間・育児相談…10：30～17：00 

☆駐車場は、支援センター専用の駐車場をご利用ください。   

駐車場でのトラブルは一切責任を負いません。 

 入口・出口を守りましょう。                   

☆受付は園舎内にあります。 

 名前を記入して、名札を付けてください。 

 

❤パパとママにメッセージ❤ 

育児書通りに育つ赤ちゃんなんて絶対いない！ 

～２さいのころ～ （成長の見える時） 

子どもが泣いて笑って育つように、大人も 

泣いて笑って育てればいいんです。案外その方が 

感情豊かに育つもんです。   文 はまだまさよ 

 

☆プールはじまります☆ 午前中のみ 

 プ…水遊び タオル・水着・帽子等をお持ちください。 

       水遊び用オムツもあるといいでしょう。 

 

保育園のＨＰでも詳細をご案内しております！ 

http://futaba-ns.com/  まで！ 

≪問い合わせ≫   

国分台ふたば保育園 子育て支援センター kid’s Futaba 石岡市北府中２－７－４３（国分台ふたば保育園内） ☎０２９９－２２－４０６０ 
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 下記は、予約が必要です。 

※全て午前中に行ないます※      予約は、奇数月 25 日 10：30～受付します 

 

❤給食試食会…◎参加費 200 円→3 組  12：00～行ないます。≪持ち物≫食事用エプロン・フォーク・おはし等 

 

❤わらべうたベビーマッサージ…参加費 500 円 10 組 ◎赤ちゃんもママも笑顔になれるわらべうたベビーマッサージ   講師 本麻佳栄 

     （対象年齢…2 ケ月～）              [５回全身マッサージコース]  

①5/28 準備体操・あし前半②6/4 あし後半③6/11 むね・うで④6/18 せなか・手⑤6/22 顔・耳・頭＆全身まとめ 

                       ☆お昼寝アートやおまけも毎回あります！！☆ 

10 組 ≪持ち物≫バスタオル（2～3 枚） ビニールシート 水分補給 着替えなど    

     

❤親子ダンス…参加費 500円  ○お母さんにくっついて、楽しく親子ふれあいダンス!    講師 わらべうたベビーマッサージ教室 本麻佳栄 

    （対象年齢…首がすわってから～）わらべうたベビーマッサージの曲に合わせてダンスするよ! ≪持ち物≫だっこひも 汗拭きタオル 水分補給など 

                    

    ❤せいさく…参加費無料 （各 8 組） ○父の日のプレゼント ○七夕かざり ○作ってあそぼう  ≪持ち物≫ 特になし 

 

❤じゃがいも掘り…参加費 100円（5組） ≪持ち物≫帽子・長靴・軍手・着替えなど    袋とシャベル・バケツはこちらで用意します。 

 

❤親子クッキング…参加費 200円（5組）○くるくるパン  ちょっぴり変わった色んな具材をパンでくるくる…どんな味かは、お楽しみに❤ 

                            ≪持ち物≫エプロン 三角巾など  

 

❤母親講座…参加費 500 円  ◎アロマ虫よけスプレー作り（8 名） 講師 川口良子  

                   赤ちゃんから使える優しいスプレーです。  親子参加できます。 

              

❤子育て相談…『個性別の子育て相談』…参加費 500 円 （3 組） ◎個性心理学で子育て相談  講師 川口良子  

                                   個性心理学を通した子育て相談や個性の伸ばし方を教えてもらいます。 

     

   

  

          ☆おたんじょう会…（午前中のみ）ミニミニおたんじょう会を行います。その月のお誕生者のお友達は、カードの写真を 

撮りますので、１５分前に来園してください。 

☆baby の部屋…赤ちゃんせいさく・ふれあい遊び・体操など行います。対象年齢…1 歳 3 カ月くらいまで。 

         ☆午前中と午後に行ないますので、お昼寝の都合に合わせて参加してください☆ 


