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「この虫なあに？」「このお花、なんていうの？」「見て見て！」…子どもたちが夢中になるものでいっぱいの
季節がやってきました。継続して予約制フロアと講座となります。感染症対策も行なっておりますので、ぜひ遊びに
いらしてください。

月

火

3

水

4

憲法記念日

木

5

6

こどもの日

みどりの日

7

あおばフロア
はいはい1歳

身体測定
（午後のみ）

10

11

あおばフロア

幼稚園講座

ベビーフロア

17日〜21日
フロア予約開始日
身体測定

はいはい1歳

13:30~15:30

17

18

9:30~11:30
13:30~15:30

24日〜28日

12

金

６月の講座受付
身体測定

13

9:30~11:30
13:30~15:30

身体測定
（午後のみ）

あおばフロア

9:30~11:30

あおばフロア 13:30~15:30
14

身体測定

音のゆりかごコンサート

あおばフロア

あおばフロア 13:30~15:30

はいはい1歳

あおばフロア 13:30~15:30

19

20

ベビーフロア

9:30~11:30

13:30~15:30

9:30~11:30

21

フロア予約開始日

あおばフロア

お誕生会講座

ベビーフロア

はいはい1歳

13:30~15:30

24

25

9:30~11:30
13:30~15:30

31日〜6月４日

ベビーフロア

9:30~11:30

お友だちと遊ぼう講座
ベビー手話

あおばフロア 13:30~15:30
26

あおばフロア

9:30~11:30

あおばフロア 13:30~15:30

27

28

フロア予約開始日

親子でイングリッシュ講座

ベビーフロア

あおばフロア
はいはい1歳

13:30~15:30

31

1

9:30~11:30
13:30~15:30

６月7日〜11日

ベビーフロア

9:30~11:30

あおばフロア 13:30~15:30
2

アロマセラピー講座
はいはい1歳

13:30~15:30

3

あおばフロア

9:30~11:30

あおばフロア 13:30~15:30
4

フロア予約開始日

発達フロア（裏面参照）

あおばフロア

ベビーフロア

はいはい1歳

13:30~15:30

（フロアのご案内）

9:30~11:30
13:30~15:30

ベビーフロア

9:30~11:30

あおばフロア 13:30~15:30

ベビーマッサージ講座
はいはい1歳

13:30~15:30

あおばフロア

9:30~11:30

あおばフロア 13:30~15:30

講座は裏面参照

フロアは親子で自由に遊ぶ場です。あおばの室内は木の温もりを感じるゆった
りとしたフロアです。（調乳室・授乳室あります）大型コンビジムや木製キッ

あおばフロア

０歳〜未就学児の親子

チンを取り揃えています。フロアの最後にわらべうたと絵本の読み聞かせを行

はいはい１歳フロア

ずりばい〜２歳未満の親子

なっております。一緒に楽しみましょう。

ベビーフロア

妊婦さんと０歳の親子

・兄弟での利用は上のお子さん対象のフロアをご利用ください。

・兄弟での参加は、上のお子さんの対象のフロアでお願

・ねんねの赤ちゃんはバスタオルをご持参ください。

いいたします。

・身体測定は毎月第２週で予定しております（講座では身体測定は行いません）

0歳のねんね期のお子さん対象

（松戸市在住）

Zoomで一緒にわらべうたしませんか？
10時30分〜10時45分（2名まで）申し込みは予約カレ
ンダーです。QRコードからご予約できます。参加30分
前に招待メールを送ります。

コロナ禍での対応

５組の予約制で行なっておりま

す。（7月よりネット予約を開始します。）
フロア予約は１週間に１回の予約とし、２つ目はキャ
ンセル待ちで受付します。利用日の前日、当日の予約
は、回数関係なく受付しますので、お気軽にお電話で
お問い合わせください。キャンセル待ちは、週単位で
一度も利用されていない方から優先することもありま

あおば子育て支援センター
フロア・講座のご予約は、月〜金の平日

す。ご了承ください。保護者はマスク着用・親子とも
9時〜17時です。

育児相談・キャンセルのお電話は、月〜金の平日
17時です。

8時半〜

０４７３８７５４５６

子育ての疑問や不安、一人で悩んでいませんか？ひとりで抱え
込まずに保育士にご相談ください。電話相談・来所相談も行なっております。

ご自宅での検温をお願いします。

5月の講座のご案内

4月7日（水）9時より予約開始しています。

申し込みについて 受付時間は月〜金の平日9時から17時です。講座は全て予約制です。未就学のご兄弟を連れてご参加できますが、予約の際一緒にお伝えく
ださい。キャンセルされる場合はご連絡をください。キャンセル待ちの方へご連絡するために当日キャンセルは、8時半から9時の間でお願いします。悪天候で
講座が中止になる場合があります。ご予約いただいた連絡先へのお電話とあおばHPでお知らせいたします。
幼稚園選びについてママ同士話してみましょう
場所 送迎ステーション ミッテ
重複予約OK
5月10日(月) ②10:00-11:30 (予約５組•無料）

こども発達センターへ通っている(予約しようと考えている)お子さんのフロア 重複予約OK
場所 あおば子育て支援センター
５月31日(月) ９:30-11:30 (無料） お子さんは室内のおもちゃで遊びましょう。お好きな時
間にご来所ください。先輩ママも来所予定です。

お友だちと遊ぼう
場所 あおば子育て支援センター 重複予約OK
5月20日(木) ①９:30-10:30 (予約５組•無料）
②11:00-12:00 (予約５組•無料）
(対象) 2018年4月2日生〜2019年4月1日生(2年保育の
お子さんは参加OK）新聞紙を使って遊びます

親子でイングリッシュ講座
場所 音のゆりかご保育園ギャラリーフルール
5月24日(月) ①10:00-10:40 (予約５組•無料）
②10:50-11:30 (予約５組•無料）
(講師)ポルクインターナショナルスクール
(対象)1歳半〜2歳11ヶ月までの親子（講座を受ける時の月齢です）

５月生まれの誕生会
場所 あおば子育て支援センター 重複予約OK
5月17日(月) ①９:30-10:30 ②11:00-12:00 (予約各５組•無料）
(対象) お誕生月のお子さん(未就園児)と保護者

ベビー手話講座
場所 あおば子育て支援センター
講師 安蒜理絵さん 持ち物 バスタオル
5月20日(木）①13:00-13:40 ②13:50-14:30 （各５組無料）

6月の講座のご案内

アロマセラピー講座 リラックスルームスプレー
場所 音のゆりかご保育園ギャラリーフルール
(持ち物）筆記用具
5月27日(木) ①10:00-10:40 (予約５組•材料費300円）
②10:50-11:30 (予約５組•材料費300円）
(講師)八木美沙季アロマインストラクター Aroma&Herb天使の手
音のゆりかごコンサート
場所 音のゆりかご保育園ギャラリーフルール
(ソプラノ)松井亜希さん (ピアノ）久居麻紀子
5月13日(木) ①10:00-10:20 ②10:40-11:00 (予約各10組•無料）

電話混雑解消の為、時間帯を分けて予約受付します。

５月１２日（水）９時から予約開始の講座＊マーク

9時からの講座はどちらか一つの予約とし、もう一つはキャンセル待ちでお願いします。

＊リトミック講座

＊エクササイズ講座

場所

音のゆりかご保育園ギャラリーフルール

場所

講師

栗原聡子さんリトミック研究センター認定講師

6月17日（木）

6月14日（月）

（予約各５組・無料）

①10:00‒10:40
②11:00‒11:40

音のゆりかご保育園ギャラリーフルール
（予約各５組・無料）

①10:00〜10:50 5ヶ月からはいはいを始めた頃

1歳半〜2歳4ヶ月

②11:00〜11:50 はいはいよちよち期

2歳5ヶ月〜未就学児

講師

藤田麻里さんフィットネスインストラクター

ママの身体のためのエクサ

リトミックは見る聴く触れる考えるものを体全体で表現

サイズです。日頃の育児で疲れた身体をポイントを聴きながら動かし、リフレッ

します。音に合わせて楽しく体を動かしましょう。

シュしましょう。動きやすい服装で参加ください。持ち物

５月１２日（水）14時から予約開始の講座☆マーク

☆６月生まれの誕生会

あおば子育て支援センター

重複予約OK

場所

6月3日（木）①10：00〜10：50 ②11：00〜11：５０
松田洋子助産師

あおば子育て支援センター

６月７日(月)

（予約各５組・無料）
講師

飲み物

14時からの講座は重複予約OKです。（９時からの講座予約した方も申し込みできます）

☆ベビーマッサージ講座
場所

バスタオル

重複予約OK

①９:30-10:30 (予約５組•無料）
②11:00-12:00 (予約５組•無料）

ハートイン松田助産院

(対象) お誕生月のお子さん(未就園児)と保護者

ママが優しく話しかけ、触れ合うことで赤ちゃんは安心感や気持ちよさを感

歌やパネルシアターを見てお友だちと一緒にお祝いしま

じることができ、信頼関係も深まります。助産師から学びましょう。

しょう。手形とお誕生カードのプレゼントもあります。

☆こども発達センターへ通っている(予約しようと考えている)お子さんのフロア

☆お友だちと遊ぼう
場所

あおば子育て支援センター

6月24日(木)

重複予約OK

重複予約OK

場所

あおば子育て支援センター

①９:30-10:30 (予約５組•無料）

6月28日(月) ９:30-11:30 (無料） お子さんは室内のおもちゃで遊びましょう。

②11:00-12:00 (予約５組•無料）

お好きな時間にご来所ください。先輩ママも参加予定です。お子さんの今後の事

(対象) 2018年4月2日生〜2019年4月1日生(2年保育の

聞いてみませんか？また保護者の方が考えている事や感じている事、一人で抱え

お子さんは参加OK）絵の具を使って遊びます。絵の具

込まず話してみませんか？プライバシーはお互いに守りましょう。「走り回って

を垂らして息を吹きかけるとどうなるかな。

しまうから、室内では遊びにくい」「大声を出してしまうから」とのご心配もお

良い服でご参加ください。
ネット予約が7月より開始します。

汚れても

気になさらず、来所をお待ちしております。
「あおば子育て支援センター

レゼルバ」で検索をお願いします。講座予約は各講座ごと予定日の2ヶ月

前から予約する事ができます。7月の講座は5月から順次予約開始となります。フロア予約は予約日の5日前から予約できます。初めてのフロア
利用は優先予約もできます。お気軽にお電話してください。[ @reserva.be ]のドメインを受信できるように対応をお願い致します。

