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今年は児童館のさくらんぼが豊作で、連休前にたくさん収穫しました。子どもと一緒に

採って食べた親子さんもたくさんいらっしゃって喜んでいただけました♪ふれみらパー

クでは、手作り牛乳パックの鉢にラディッシュとベビーリーフの種を植え、収穫を楽し

みにしているところです。子どもと一緒に育てたり、収穫して食べることで興味や喜び

もアップしますね！今月はお芋の苗も植えます！ぜひぜひ参加してくださいね～。梅雨

に入り雨の日も増えますので、ゆったり過ごしにきてください♪

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♪

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

★６日 芋植え
地域おこし協力隊の鹿野 翔さんにご指導いただきながら、畑にお芋の苗を

植えます！弥生母親クラブ『ほっとまま』による手作りおやつ（人参ケーキ・

フルーツゼリー）もお楽しみに～ ※アレルギーの対応はできません

【もちもの】●スコップ・長靴・軍手（いずれもお持ちの方）･ 帽子

※雨天の時は、７日（木）にワイワイサークルさんと一緒に行います。佐伯市花の

あるまち作り事業でいただいた花の苗も植えます。その際は、６日（水）のふれみら

パークはおやすみです（ＨＰでご確認ください）

ＮＰ講座が始まっていま

す。申し込まれた方のお

子さんを児童館遊戯室で

数名託児しています。

（１０時～１２時）

★一般来館の方もいつも

通り利用できます

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
お越しください申込み：１日（金）～２５日（月）

定員になり次第締め切り

★１３日 父の日のプレゼントづくり
父の日の記念に、オリジナルのおとうさんうちわを作ります。心を

こめてつくりましょう♪ 人数把握のため１日（金）～１２日（火）までに

申し込みをしてください

★２０日 もしもの時の救急法

★２７日 しゃぼん玉＆お水であそぼう
児童館の庭で、しゃぼん玉や色水を作って遊びます。ぬれても良い格

好できてください。あかちゃんも見て楽しんでくださいね～

雨天のときは室内であそびます（ペットボトルを１つもってきてね）

もし、お子さんが喉にものをつまらせたり、やけどをしてしまったら、

まずどうしますか？プールや川でおぼれそうになったときは…？

”なんとな～く”より”確実に！”１秒でも早く対応すべき時の対処法・救急法を救

命士さんが来て教えてくれます。気になることがあれば質問するチャンスです！

人数把握のため５月中～６月１３日（水）までに申し込みをしてください

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

★帽子・お茶を持ってきてください

◎にじいろこども園（明治小近く）

７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）

１４日（木）
１０：３０～１１：３０

※雨天中止

５分前に児童館集合

申し込み：１日（金）～１３日（水）

乳児親子が高校に出向き、生徒と一緒に触れ合い遊び

をしたり、子育てについてお話をする交流行事です。

これからパパママになる高校生のために…ぜひ、ご協

力をお願いします。兄弟がいてもＯＫです！参加でき

る方は、５月中～６月４日（月）までに申し込みをし

てください。たくさんのご参加をお待ちしています！

当日、お見せできる育児記録や写真・母子健康手帳な

どありましたらご持参ください。離乳食・ミルク・お

むつ交換もさせていただけたらお願いします。詳しく

は児童館にチラシを置いています。

結成２０年！パネ

ルシアターの劇団、

ＤＡＮパネ団が

やってくる！！

パネルシアター公演会

(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、児童館にシルバニア

ファミリーをたくさん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。

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？

弥生保健センター（児童館裏）

今回は音楽やリズムに合わせて体を動かすリト

ミックを行います！

★講師：熊谷 れい子先生

（リトミック研究センター）

【申し込み】１日（金）～２７日（水）

０歳対象

（１１カ月まで）

うんどうあそび

親子で触れ合いながら、体を動かします。自然に体

幹を高め、バランス感覚や発達を促すことを楽しく行

います。歩き始めたお子さんから就学前までのお子さ

んが参加できます。申し込みはいりません

【もちもの】バスタオル・お茶

エンジョイ・

マタニティライフ！

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～

要申し込み：5月中～６月4日(月)まで

ジンタとは音楽隊のことです。音遊び

を楽しみ、親子で楽しみましょう♪先

生の衣装もおたのしみに～

楽師：オーノユキヨさん

申し込み：１日（金）～９日（土）

１歳以上対象・先着２０名

毎年恒例！Ｔシャツにアクリル絵の具でステン

シルします。世界に１枚のＴシャツをつくりま

せんか？参加される方は、サイズ（７０㎝

～）・色見本を見て（児童館に掲示していま

す）申し込みをしてください。託児はありませ

んので、お子さんを預けられる所がある方はお

願いします。おんぶひもなどが必要な方は、用

意をしてください。兄弟姉妹分（在宅保育のお

子さん）を作る方は時間がかかると思われます

ので早めにどうぞ♪

★事前にデザインを考えてきてください。簡単

な型はありますが、オリジナルの型を使う方は、

作り方をお伝えしますので事前に相談してくだ

さい。

★注文の関係上、６月１８日（月）～７月４

日（水）までに申し込みをしてください。

（受付：１３：３０～１４：３０まで）

「見えないってどんなこと？」をテー

マに、体験を通して学びませんか？お子

さん・お父さんお母さん・おじいちゃん

おばあちゃん…どなたでも参加できます。

社会福祉協議会弥生支部の協力で実施し

ます。申し込みはいりません

●アイマスク体験

●点字体験

●絵本「見えないってどんなこと」

読み語り

在宅保育児

対象

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。とっても楽しいです！

年に１回の公演会です！！おたのしみに～

申し込みはいりません。ご家族でどうぞ♪

２日（土）１０：３０～（開場１０：１５）

入場無料 児童館

２日（土）は開場

準備などで、午前

中は遊戯室では遊

べません

講師：渡邉 亜由美先生

10分前に
お越しください
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