６月 8 日（水）
９時３５分～
６月 9 日（木）
１０時～
６月 10 日(金)
１０時～
６月１4 日(火)
1０時～
６月１6 日(木)
９時５０分～
６月１7 日(金)
１０時～
６月 27 日(月)
９時４０分～
６月２9 日(水)
１６時～
７月 1 日(金)
１０時～
7 月７日（月）
１０時～
７月 9 日（土）
１８時１０分～
７月１5 日(水)
９時３５分～
７月 20 日(水)
９時４０分～
7 月２7 日(水)
９時３５分～
８月 3 日(水)
９時３５分～
８月２5 日(木)
１０時～
8 月２4 日(水)
９時３５分～
9 月 7 日(水)
９時４０分～
9 月 9 日(金)
１０時～
９月１2 日(月)
16 時～

わくわくスポーツ教室（2 歳児） 運動しやすい服装･タオル
楽しく体を動かしましょう。（年齢ごとに指導を受けます。）
大きくなったかな？(０～２歳児)発達・栄養相談も OK!
身長・体重測定を行い、相談も受けます。
歯みがき指導（４・５歳児）歯ブラシ・タオルをお持ち下さい。
楽しく歯みがきの仕方を覚えましょう（年齢ごとに指導します。）
６月誕生会「あ～ら不思議？」マジックショー
みんなで６月生まれのお友達をお祝いしましょう！
のびのびサッカー教室（４・５歳児） 動きやすい服装・タオル
ボ‐ルで遊びながら体を動かしましょう。（年齢ごとに指導を受けます。）
「オオカミやめた！！」（劇団ふくまる座）
お父さん、お母さんと楽しいお話を観に来ませんか？
すくすく音感あそび教室（0～３歳児） 動きやすい服装
音遊びをして楽しみましょう！（年齢ごとに指導を受けます。）
笹の枝がほしい方どうぞ！ （就学前のお子様）
七夕ミニ笹をご希望の方に差し上げます。
大きくなったかな？(０～２歳児)発達・栄養相談も OK!
身長・体重測定を行い、相談も受けます。
七夕集会および 7 月誕生会「七夕」劇
みんなで７月生まれのお友達をお祝いしましょう！
夕涼み会 〔６月２５日～プログラム配布します！〕
お父さん・お母さんと子どもの夜店でお買い物、太鼓打ちを観に来て下さい。
わくわくスポーツ教室（2・３歳児） 運動しやすい服装･タオル
楽しく体を動かしましょう。（年齢ごとに指導を受けます。）
すくすく音感あそび教室（0～３歳児） 動きやすい服装
音遊びをして楽しみましょう！（年齢ごとに指導を受けます。）
わくわくスポーツ教室（2・３歳児） 運動しやすい服装･タオル
楽しく体を動かしましょう。（年齢ごとに指導を受けます。）
わくわくスポーツ教室（2・３歳児） 運動しやすい服装･タオル
楽しく体を動かしましょう。（年齢ごとに指導を受けます。）
８月誕生会
みんなで８月生まれのお友達をお祝いしましょう！
わくわくスポーツ教室（2・３歳児） 運動しやすい服装･タオル
楽しく体を動かしましょう。（年齢ごとに指導を受けます。）
すくすく音感あそび教室（0～３歳児） 動きやすい服装
音遊びをして楽しみましょう！（年齢ごとに指導を受けます。）
9 月誕生会
みんなで８月生まれのお友達をお祝いしましょう！
大地震について学ぼう！（就学前お子様と保護者の方）
避難の仕方、約束事を簡単に覚えることができます。

講師、天候の都合により、時間が変更になる場合もありますので、近日になりましたらお問い合わせ下さい。

９月３日（月）
16 時 30 分～
９月５日（水）
９時３５分～
９月６日（木）

大地震について学ぼう！（就学前お子様と保護者の方）
避難の仕方、約束事を簡単に覚えることができます。
わくわくスポーツ教室（２・３歳児） 動きやすい服装・タオル
楽しく体を動かしましょう。（年齢ごとに指導を受けます。）
９月誕生会

９月１２日（水） ２６日（水）
９時４０分～
９月２０日（木）
９時５０分～

劇「やだっとちゃん」 １０時～

すくすく音感あそび教室（0～３歳児） 動きやすい服装

音遊びをして楽しみましょう！（年齢ごとに指導を受けます。）
のびのびサッカー教室 (4･5 歳児) 運動しやすい服装･タオル･帽子
ボールで遊びながら体を動かしましょう。（年齢ごとに指導を受けます。）

駐車場は 4 台ございます。
お近くの方は徒歩・自転車でお願い致します。

子育てサークル『バームクーヘン』へのお誘い
由来「サークルの輪を樹の年輪のように広げ、みんなが楽しく手を出し合い子育てをしましょう。」との意味
をこめて･････。子育てひろばにあそびに来て頂いた、お母さんが名づけて下さいました。地域の皆様のご意
見、ご要望等伺いながら地域に密着した子育て支援を目標にしております。
年に３回の定例会と会報、お楽しみ会、人形劇等優先的にご案内致します。
入会をご希望の方は、下記をご記入の上、保育園までお持ち下さい。

子育てひろばもご利用下さい。
☆子育てひろばの時間は？
月曜日～金曜日（土曜・日曜・祝日を除く）午前 9 時～11 時頃の間
0 歳～5 歳児（就学前のお子様）のお父さん・お母さんと一緒に過ごします。
同じ年齢のクラスの遊びに入れるようにしております。見学だけでも Ok! です。
汚れても大丈夫な服装でお越し下さい。
帽子・タオル・着替え等は、保育園の貸し出しがありますが、ご用意して頂けると助かります。
☆子育て相談は？
月曜日～金曜日（土曜・日曜・祝日を除く）午前 9 時～午後５時頃の間
電話での相談にも対応しておりますので、一人で悩まず気軽におかけ下さい。
き

り

と

り

せ

ん

◎住 所

〒１９８－
青梅市
℡ 0428(
)
◎保護者氏名（一緒に来られる方）

◎お子様の氏名

様
（平成

年

月

日生まれ）

（平成

年

月

日生まれ）

◎どこでお知りになりましたか？
かすみ保育園

知り合い

青梅市の冊子 インターネット 等

〔

〕

◎ご要望をお聞かせ下さい。

〔

〕

Ｎｏ．４

だより
由来「サークルの輪を樹の年輪のように広げ、みんなが楽しく手を出し合い子育てをしましょう」との意味をこめ
て･････。 子育てひろばにあそびに来て頂いた、お母さんが名づけて下さいました。
皆様のご意見、ご要望等、伺いながら地域に密着した子育て支援を目標にしております。 広報誌の発行（年３回
以上）、定例会（年３回以上）等行い人形劇や催しに優先的にご招待させて頂きます。サークルメンバー募集中で
す。

次回の定例会は、６月１１日(金)午前 11 時～
お子さんと一緒にお出かけ下さい。お待ちしております。
下記の事業もご利用下さい！
主な活動内容とは？
☆園庭、保育室を開放しています。
☆お楽しみ会（下記の行事予定表を参照）に園児と一緒に参加し楽しみませんか？
☆子育ての悩み、不安を一緒に考えます。
子育てひろばの時間は？
☆月曜日～金曜日（土曜・日曜・祝日を除く）午前 9 時～11 時頃の間
0 歳～5 歳児（就学前のお子様）のお父さん・お母さんと一緒に過ごします。同じ年齢のクラスの遊びに入れるようにし
ております。汚れても大丈夫な服装でお越し下さい。見学だけでも Ok!帽子・タオル・着替え等は、保育園の貸し出し
がありますが、ご用意して頂けると助かります。
子育て相談は？
☆月曜日～金曜日（土曜・日曜・祝日を除く）午前 9 時～午後５時頃の間
電話での相談にも対応しておりますので、一人で悩まず気軽におかけ下さい。
場所は？

社会福祉法人 青梅みどり福祉会

かすみ保 育 園

☆青梅市東青梅 6-1-12 （市立第四小学校の東側・大塚山公園北側） 東青梅駅 徒歩 7 分
電 話 ０４２８（２２）２２３５
ホームページ：http://www.ans.co.jp/n/kasumi/
駐車場は 4 台ございます。
お近くの方は徒歩・自転車でお願い致します。

子育てサークル『バームクーヘン』だより
由来

「サークルの輪を樹の年輪のように広げ、みんなが楽しく手を出し合い子育てをしましょう。」と

の意味をこめて・・・・・。
子育てひろばにあそびに来て頂いた、お母さんが名付けてくれました。
まだ、焼きたて（できたて）ホヤホヤのサークルです。地域の皆様のご意見、ご要望等伺いながら地域に
密着した子育て支援を目標にしております。
広報誌の発行（年３回以上）、定例会の開催（年３回以上）等行います。

第１回 定例会は、６月１１日（金）午前１１時～
お子さんと一緒にお出かけ下さい。お待ちしております。
下記の事業もご利用下さい！
☆子育てひろば？
月曜日～金曜日（土曜・日曜・祝日を除く）午前 9 時～11 時頃の間
0 歳～5 歳児（就学前のお子様）のお父さん・お母さんと一緒に過ごします。
同じ年齢のクラスの遊びに入れるようにしております。見学だけでも Ok! です。
汚れても大丈夫な服装でお越し下さい。
帽子・タオル・着替え等は、保育園の貸し出しがありますが、ご用意して頂けると助かります。
☆子育て相談は？
月曜日～金曜日（土曜・日曜・祝日を除く）午前 9 時～午後５時頃の間
電話での相談にも対応しておりますので、一人で悩まず気軽におかけ下さい。
☆場所は？
青梅市東青梅 6-1-12 （青梅市立第四小学校の東側・大塚山公園北側）
JR 青梅線 東青梅駅 徒歩 7 分
電 話 ０４２８（２２）２２３５
ファクス０４２８（２１）３５１３
ホームページ：http://www.ans.co.jp/n/kasumi/
駐車場は 4 台ございます。お近くの方は徒歩・自転車でお願い致します。

行事予定表（６月～９月）
５月９日（水）
９時３５分～
５月１６日（月）
10 時～

わくわくスポーツ教室（0～３歳児） 動きやすい服装・タオル
楽しく体を動かしましょう。（年齢ごとに指導を受けます。）
５月誕生会

手品と劇「うそっこアシカショー！」

楽しい劇や歌を一緒に楽しみましょう！

５月１９日（木）

のびのびサッカー教室(4･5 歳児) 運動しやすい服装･タオル･帽子

９時５０分～

ボールで遊びながら体を動かしましょう。（年齢ごとに指導を受けます。）

５月 2０日（金）

お話の会 絵本の読み聞かせ（4･5 歳児）

１０時～

齋藤厚子先生が読書の春にぴったりの楽しいお話をしてくれます。

５月２６日（木）

わくわくスポーツ教室（2～5 歳児） 運動しやすい服装･タオル

９時３5 分～

楽しく体を動かしましょう。（年齢ごとに指導を受けます。）

５月３０日（火）

のびのびサッカー教室(4･5 歳児) 運動しやすい服装･タオル･帽子

９時５０分～
６月３日（金）
１０時～

ボールで遊びながら体を動かしましょう。（年齢ごとに指導を受けます。）
６月誕生会

劇「さるカニ合戦」

楽しい劇や歌を一緒に楽しみましょう！

６月９日（木）

わくわくスポーツ教室（2～5 歳児） 運動しやすい服装･タオル

９時３5 分～

楽しく体を動かしましょう。（年齢ごとに指導を受けます。）

６月８日（金）

人形劇「三枚のお札」（オフィスやまいも）チケット配布中

１０時～

お父さん、お母さんと楽しいお話を観に来ませんか？

６月１６日（木）
９時５０分～
６月１７日(金)
１０時～
６月２２日（金）
10 時～
6 月 2７日（月）
15 時～
７月２日(土)
１８時～

のびのびサッカー教室(4･5 歳児) 運動しやすい服装･タオル･帽子
ボールで遊びながら体を動かしましょう。（年齢ごとに指導を受けます。）
歯みがき指導（３～5 歳児） 歯ブラシ・タオルをお持ち下さい。
楽しく歯みがきの仕方を覚えましょう。（年齢ごとに指導を受けます。）
すくすく音感あそび教室（0 から３歳児） 動きやすい服装
音遊びをして楽しみましょう！（年齢ごとに指導を受けます。）
笹がほしい方どうぞ！（就学前のお子様）
ミニ笹をご希望の方は、先着 20 名に差し上げます。

夕涼み会
お父さん・お母さんと盆踊り、太鼓打ちを観に来ませんか？
子どもの夜店、くじびき、ヨーヨーのお店もあります。

7 月４日（月）
10 時～

七夕飾りを作りましょう！
お父さん・お母さんと一緒に七夕飾りを作りましょう！
短冊にどんな願い事をしますか？

７月５日（火）

のびのびサッカー教室(4･5 歳児) 運動しやすい服装･タオル･帽子

９時５０分～

ボールで遊びながら体を動かしましょう。（年齢ごとに指導を受けます。）

７月７日（水）

七夕集会および 7 月誕生会

10 時～

七夕の由来を楽しい劇で、ご覧下さい。

７月 2０日（金）

お話の会 絵本の読み聞かせ（4･5 歳児）

１０時～
７月１３日（水）
10 時～
７月２１日（木）
９時３5 分～
８月５日（金）
10 時～
８月２５日（木）
９時３5 分～
８月３０日（火）

劇「七夕ものがたり」

齋藤厚子先生が読書の夏にぴったりの楽しいお話をしてくれます。
すくすく音感あそび教室（0 から３歳児） 動きやすい服装
音遊びをして楽しみましょう！（年齢ごとに指導を受けます。）
わくわくスポーツ教室（2～5 歳児） 運動しやすい服装･タオル
楽しく体を動かしましょう。（年齢ごとに指導を受けます。）
８月誕生会

手品と劇「うそっこアシカショー！」

楽しい劇や歌を一緒に楽しみましょう！
わくわくスポーツ教室（2～３歳児） 運動しやすい服装･タオル
楽しく体を動かしましょう。（年齢ごとに指導を受けます。）
わくわくスポーツ教室（2～３歳児） 運動しやすい服装･タオル

９時３5 分～

楽しく体を動かしましょう。（年齢ごとに指導を受けます。）

9 月 1 日（水）

大地震について学ぼう！（就学前お子様と保護者の方）

16 時 30 分～

避難の仕方、約束事を簡単に覚えることができます。

大人の方対象に消火訓練も行います。
９月２日（金）
10 時～

９月誕生会

手品と劇「うそっこアシカショー！」

楽しい劇や歌を一緒に楽しみましょう！

９月８日（木）

わくわくスポーツ教室（2～３歳児） 運動しやすい服装･タオル

９時３5 分～

楽しく体を動かしましょう。（年齢ごとに指導を受けます。）

９月１４日（水）
10 時～
９月２２日（火）
９時５０分～
９月２８日（水）
10 時～

すくすく音感あそび教室（0 から３歳児） 動きやすい服装
音遊びをして楽しみましょう！（年齢ごとに指導を受けます。）
のびのびサッカー教室(4･5 歳児) 運動しやすい服装･タオル･帽子
ボールで遊びながら体を動かしましょう。（年齢ごとに指導を受けます。）
すくすく音感あそび教室（0 から３歳児） 動きやすい服装
音遊びをして楽しみましょう！（年齢ごとに指導を受けます。）

★講師、天候の都合で、時間及び内容が変更になることもございますので、直前にお問い合わせ頂
けると、確実かと思います。

