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緊急避難地は

昭和中学校です

社会福祉法人子ども未来ネット弥生
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大分県佐伯市弥生上小倉１２１１番地
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http://kodomomirai.saiki.jp/

ゴールデンウィークは何をしてすごしますか？遠くへお出かけしたり、イベントに参加…？

それとも家の片付けやのんびりお昼寝…？色々なことが出来そうですね。真夏のように暑い日

もありますので、体調を崩さないように気をつけましょうね。「春バテ」ってあるそうです。

寒暖の差が大きいことや、３月･４月の生活の変化のストレスが原因で、体がだるい・やる気

が起きない・不眠…などがあるそうです。そんな時は、目や首を温めたり、ゆっくり入浴して

体を冷やさないことが良いそうです。子育て中はなかなか自分の時間がとれないとは思います

が、体を温めて元気にすごしましょうね。児童館・支援センターにも気分転換にきてください

ね～お待ちしています♪

木曜日はサークル活動をして

いますが、自由にあそべます

月に１回避難訓練（火災・地震・洪

水・津波・不審者のいずれか）を実

施します。その際はご協力ください。

行事の申し込みは電話でも構

いませんが、ご本人からの申

し込みを受け付けます♪

２歳以上の在宅保育児 先着７名
🌼下の子がいる方はおんぶひも等をお持ちください。

児童館には、約６０００ピースの積み木がありま

す。これらは、和久洋三氏（おもちゃデザイ

ナー）が考案したものです。

積み木は、シンプルな童具で、自由にイメージ

を広げられます。

遊ぶ中で小さい子でも発見があり好奇心がわいて

きます。また、集中力もつきます。子どもの想像

力や自発性を養います！

年少以上の園児 先着１０名

10分前に
お越しください

ふれあい＋みらいでふれみらです。

在宅保育の親子が集う場です。誰でも参加できます。季節の行事や親子遊び、

歌をうたったり、絵本の読み聞かせ‥楽しいことい～っぱい！

まだ歩けない赤ちゃんでもママが楽しめ、ママ同士の交流も出来ますよ！お

友だちを誘ってどうぞ～♪初めての方も大歓迎です！！（申し込みはいりま

せんが、内容によっては必要な場合もあります）

毎週水曜日

１０：００～

児童館

★２日 こいのぼりをつくろう！
自分のこいのぼりを作ります。その後、こいのぼりをもってお散歩しよう！

【もちもの】帽子・お茶・ベビーカー（必要な方）・タオル

ＮＰ講座が始まります。

２日（水）まで申し込み

ＯＫです（詳しくはお問

い合わせください）申し

込まれた方のお子さんを

児童館遊戯室で１０名程

度託児しています。（１

０時～１２時）★一般来

館の方もいつも通り利用

できます

申込み：１日（火）～２８日（月）

定員になり次第締め切り

★９日 おかあさんとたのしもう！
母の日が近いので、記念に親子で牛乳パックプランターを作ってみよう！やさいの種を植

えます！人数把握のため４月末～５月７日（月）までに申し込みをしてくださいね。

★１６日 砂場であそぼう

★３０日 知って得するでんきの話＆ＩＨクッキング

★２３日 みんなともだち！プロフィールカードづくり
プロフィールカードを作って、児童館に貼ります

みんなに覚えてもらって、たくさんおともだちになろう♪

【もちもの】お子さんの写真１枚

児童館の庭にある砂場で思い切り遊びましょう！

【もちもの】着替え・タオル・お茶・帽子 ※雨天の場合は室内で遊びます

こども園の園庭で遊べます
★必ず靴を履いてきてください（サンダル等不可）

★抱っこひもなど必要な方はお持ちください

にじいろこども園（明治小近く）

１７日（木）

１０：００～１１：００

※雨天中止

直接こども園に行ってください

申込みはいりません

やよいこども園（児童館隣）

１０日（木）

１０：３０～１１：３０

※雨天中止

５分前に児童館集合

申込み：１日（火）～９日（水）

毎年、児童館ではイオンの”黄色いレシートキャンペーン（社会貢献

活動）”で物品を寄贈していただいています。昨年度もたくさんのレ

シートを投函していただき、今回は、小学生向けのおもちゃ（一輪車

など）をいただきました。大切に使わせていただきます。今後もみな

さんに喜んでいただける物に還元していきたいと思いますので、引き

続きよろしくお願いします。ホームワイドやワイドマートで黄色いレ

シートを受け取った際は、レジ近くの弥生児童館のＢＯＸにぜひ投函

してください。

毎月１１日
お買い物の際の

黄色いレシート
ＢＯＸ

弥生児童館
レシート金額の１％

子どもたちの

おもちゃなど

パネルシアターとは、毛羽立ちのいい布を貼っ

たボードに、人形などの絵を描いた不織布を貼っ

たり動かしたりしながら、歌やお話に合わせて演

じるものです。とってもたのしいよ！

年に１回の公演会です！！おたのしみに～

結成２０年！パネルシアターの劇団、

ＤＡＮパネ団がやってくる！！

６月２日（土）１０：３０～

入場無料 児童館

パネルシアター公演会

ホームスタートとは、未就学児がいる家庭に、研修を受けた子育て経験のあるボラン

ティアが訪問する「家庭訪問型子育て支援」です。週に１度、２時間程度、計４回訪問

し、傾聴（お話に耳をかたむける）や協働（育児や家事を一緒におこなう）等の活動

をします。無料で利用できます。詳しくは、お問い合わせください。

チラシも置いています。

ホームスタート利用しませんか？

(小学生)

(３歳以上～就学前）

児童館（静かなおへや） 上記の時間内で自由にあそべます
エポック社さんより「シルバニアファミリーをぜひたくさんの子どもにあそんでも

らいたい！」ということで児童館に寄付していただきました。３歳～就学前のお子さん

はお家の方と一緒にあそんでください。小学生はお家の方と一緒でなくてもＯＫです。

とてもかわいいセットがそろっていますので、お子さんと楽しんでくださいね♪申し込

みはいりません。

九州電力佐伯営業所様より、子どもたちのために約６０

冊の絵本を寄贈していただきました。絵本のコーナーがと

ても充実しました。貸し出しもできますので、ぜひたくさ

んの絵本を読んであげてくださいね。児童館の絵本を借り

るときはスタッフに声をかけてください。（貸し出しノー

トに記入して１ヵ月程借りることが出来ます。）

乳児と保護者を対象にした事業です。

気軽におしゃべりを楽しんだり、親子でゆったりと過ごせる憩いの場

です。何か月からでもＯＫです。交流の場にデビューしてみません

か？

弥生地域子育て支援センター（児童館裏）

今回はベビーマッサージを行う予定です！

★講師：大鶴 敬子さん（ロイヤルセラピスト協会）

【もちもの】●ベビーオイル（自宅にあるものでＯＫです）

※お持ちでない方は服の上からでもできます

●バスタオル

【申し込み】１日（火）～１４日（月）先着１５名

０歳対象

（１１カ月まで）

双子・三つ子の親子の集まりです。多胎

児ならではの情報交換をしたり、おしゃ

べりをしたりして楽しみます。今年度は

年３回を予定しています。妊婦さんやご

兄弟の方もぜひどうぞ～先輩パパママも

来てくれるかも？！

第１回 １９日（土）１０：００～

弥生地域子育て支援センター

はじめましてこんにちは

【申し込み】１日（火）～１６日（水）

九州電力の方が来てくれ、省エネの話や子育て中に知っておくとお

得なお話をしてくれます。ＩＨヒーターでのクッキング・試食もあ

ります♪人数把握のため５月１日（火）～１５日（火）までに申し

込みをしてください ※アレルギーの対応はできません

子育てって一人

じゃ大変…

引っ越してき

て、知り合い

がいない…

初めての出産や

子育てでちょっ

と不安…

誰かにちょっと話

を聞いてほしい…

独りぼっちのような気

がする…

毎日１６：５０～お片付けタイムに

なります！（連休明けより）

翌日来館する方に、気持ちよく利

用していただけるよう前日に館内を

整えたいと思います。ご協力よろし

くおねがいします。

妊婦さん対象の事業です。ゆったりした時間を

過ごしながらお母さんになるための準備をしても

らいたいな…と思います。妊婦さん同士の情報交

換も♪妊娠何か月でもＯＫです。上の子がいる方

は、ぜひ一緒にどうぞ～

エンジョイ・

マタニティライフ！

いつどこで起こるかわからない災害に備え、避難訓練を行

います。今回は、地震・津波を想定して、昭和中学校の校

舎３階に実際に行ってみます。もし児童館にいる時に被災

したらどこに避難するか確認しておくと安心ですね。ぜひ、

ご参加ください。非常食も食べてみます！

児童館

ワイワイサークル

らんらん

シルバニアのおへや
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