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第１４８号

日中は夏と変わらない暑い日もありますが、日が落ちるのも早くなってきました。遠く澄んだ空に朝夕
の心地よい風に秋の訪れを感じます。子どもたちも自然の変化を楽しんでいることでしょう。
継続して予約制のフロアと講座となります。感染症対策をおこなっておりますので、どうぞ遊びにいらし
てください。外出へ不安の残る方は、電話相談も行っております。みなさまとお会いできる事を楽し
みに担当者一同お待ちしています。
月

※９月もすべて予
約制５組となりま
す。保護者はマス
ク着用、利用前に
検温もお願いしま
す。
7

火

1

あおば
９：３０～１1：３０
はいはい～１歳
１３：３０～１５：３０
8

リトミック
ベビー（身体測定あり）
１３：３０～１５：３０

７日～１１日
フロア予約開始日

１４日～１８日
フロア予約開始日

あおば（身体測定あり）
９：３０～１1：３０
はいはい～１歳
（身体測定あり）

１３：３０～１５：３０

水

１０月の講座受付
開始日

2

ベビー
９：３０～１1：３０
あおば
１３：３０～１５：３０
ミッテ
9
９：３０～１1：３０
ベビー（身体測定あり）
９：３０～１1：３０

15

２３日～１０月２日
フロア予約開始日

16

4

幼稚園について話し
てみよう（ミッテ）
はいはい～１歳
１３：３０～１５：３０
10
幼稚園について話し
てみよう（ミッテ）
ベビー手話講座
17

24
９月誕生会
はいはい～１歳
１３：３０～１５：３０
1

あおば子育て支援センター

℡０４７－３８７－５４５６ （月～金の平日 ８：３０～１７：００）
（フロア・講座のご予約は月～金の平日９：００～１７：００です）
子育ての不安や悩み、ひとりで悩んでいませんか？一人で抱え込まずに、保育士に
ご相談ください。電話相談・個別相談・フロアでの相談も受け付けております。
〒２７０－２２２１ 松戸市紙敷３－８－１１（東松戸保育園内）
東松戸駅より徒歩１０分です。（東松戸・音のゆりかご保育園駐車場に車は停められません。）

ミッテ
９：３０～１1：３０
あおば
９：３０～１1：３０
あおば
１３：３０～１５：３０
ミッテ
11
９：３０～１1：３０
あおば（身体測定あり）
９：３０～１1：３０
あおば（身体測定あり）
１３：３０～１５：３０
18

お友だちと遊ぼう
はいはい～１歳
１３：３０～１５：３０

あおば
９：３０～１1：３０
あおば
１３：３０～１５：３０
ミッテ
25
９：３０～１1：３０
あおば
９：３０～１1：３０
あおば
１３：３０～１５：３０
2

双子（多胎児）フロア

はいはい～１歳
１３：３０～１５：３０

【フロアのご案内・予約制】
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空間です。
(授乳 調乳室あります）大型室内コンビジムや木製キッ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っております。一緒に楽しみましょう。
【講座は裏面を参照して下さい・予約制】
＜あおばテレフォン＞

金

3

あおば（身体測定あり）
１３：３０～１５：３０

ミッテ
９：３０～１1：３０
はいはい～1歳
あおば
ベビー
９：３０～１1：３０
９：３０～１1：３０
９：３０～１1：３０
ベビー
はいはい～１歳
あおば
１３：３０～１５：３０
１３：３０～１５：３０
１３：３０～１５：３０
ミッテ
21
22
23
敬老の日
秋分の日
９：３０～１1：３０
ベビー
※兄弟でのフロア来所は、上のお子さんの対象フ
９：３０～１1：３０
ロ アとなります。０歳ねんねの赤ちゃんはバスタ
あおば
オルを
お持ちください。
１３：３０～１５：３０
ミッテ
１０月５日～９日
28
29 フロア予約開始日
30
９：３０～１1：３０
発達フロア
あおば
ベビー
９：３０～１1：３０
９：３０～１1：３０
９：３０～１1：３０
ベビー
はいはい～１歳
あおば
１３：３０～１５：３０
１３：３０～１５：３０
１３：３０～１５：３０
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木

あおば
９：３０～１1：３０
あおば
１３：３０～１５：３０

（あおばフロア）０歳～未就学児の親
子
（はいはい１歳）ずりばい～２歳未満
の親子
（ベビー）妊婦さんと０歳の親子
（ミッテ）２歳以上の親子

９月の講座のご案内

８月５日（水）９時から予約受付しています

＜申し込みについて＞ 受付時間は月～金の平日９時～１７時です。講座はすべて予約制です。
講座は親子で一緒に参加できます。保育はありません。妊婦さんも参加できます。ご兄弟の参加もできます。一緒にお伝えください。
ご予約をキャンセルする場合はご連絡ください。キャンセル待ちの方にご連絡するため、当日のキャンセルは８時半～９時の間でお願いします。
悪天候等で、講座が中止になる場合があります。ご予約いただいたご連絡先へお電話と、あおば子育て支援センターＨＰでお知らせします。
９月は全ての講座のご予約は重複ＯＫです。

９月生まれの予約制フロア
（場所）あおば子育て支援センター
９月２４日（木）９：３０～１０：３０（予約５組・無料）
１１：００～１２：００（予約５組・無料）
【対象】お誕生月のお子さん（未就園児）と保護者

お友だちと遊ぼう 予約制フロア
（場所）あおば子育て支援センター 重複予約OK
９月１７日（木）９：３０～１０：３０（予約５組・無料）
１１：００～１２：００（予約５組・無料）
【対象】２０１６年４月２日生まれ～２０１８年４月１日生まれの未就園児

リトミック 予約制フロア
（場所）音のゆりかご保育園２階ギャラリーフルール
９月７日（月）
（予約５組・無料）
①１０：００～１０：４０（対象）１歳半～２歳4か月
②１１：００～１１：４０ （対象）２歳５ヶ月～未就園児
【講師】栗原聡子さん(リトミック研究センター認定講師）

ベビー手話 予約制フロア
（場所）あおば子育て支援センター 重複予約OK
９月１０日（木）１３：００～１３：４０（予約５組・無料）
１３：５０～１４：３０（予約５組・無料）
講師 安蒜理絵さん（ベビー手話講師）

幼稚園について話してみよう
（場所）送迎ステーションミッテ
９月３日（木）１０：００～１１：３０（予約５組）
９月１０日（木）１０：００～１１；３０
【対象】幼稚園選びについて悩んでいたり知りたい親子

１０月の講座のご案内
１０月生まれの誕生会
（場所）あおば子育て支援センター
１０月５日（月）９：３０～１０：３０（予約５組・無料）
１１：００～１２：００（予約５組・無料）
【対象】お誕生月のお子さん（未就園児）と保護者
歌やパネルシアターなどを見て、お友だちと一緒にお誕生会でお祝い
しましょう。手形とお誕生カードのプレゼントもあります。

お友だちと遊ぼう
（場所）あおば子育て支援センター
１０月２９日（木）９：３０～１０：３０（予約５組・無料）
１１：００～１２：００（予約５組・無料）
【対象】２０１６年４月２日生まれ～２０１８年４月１日生まれの未就園児

【持ち物】はさみ 魚釣りの製作をして、一緒に魚を釣って遊び
ましょう。紙をパツンと一回切りをしてみましょう。

双子（多胎児）の会
（場所）あおば子育て支援センター 重複予約OK
１０月１日（木）１０：００～１１：３０（予約８組・無料）

持ち物 バスタオル

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

（場所）あおば子育て支援センター
９月２８日（月）９：３０～１１：３０

当日参加もＯＫ

こども発達センターへ通っている（予約する）保護者同士お話しま
せんか？先輩ママも参加予定です。

９月２日（火）９時から予約開始となります。
ベビーマッサージ
（場所）あおば子育て支援センター
10月８日（木） （予約各５組・無料）
①１０：００～１０：５０ ②１１：００～１１：５０
【講師】松田洋子助産師（ハートイン松田助産院）
【対象】８ヶ月くらいまでのお子さんと保護者
ママの優しい手で行うマッサージを助産師さんから学びましょう。
お母さんと赤ちゃんのふれあいの時間です！

お母さんとお子さんのためのエクササイズ
（場所）音のゆりかご保育園ギャラリーフルール
１０月１５日（木） （予約各５組・無料）
①１０：００～１０：５０（５ヶ月～はいはいを始めた頃）
②１１：００～１１：５０（はいはい・よちよち期）
【講師】藤田麻里さん（フィットネスインストラクター）
日頃育児で疲れたママの体のためのエクササイズです。お子さんと
一緒に リフレッシュしましょう。動きやすい服装でご参加ください。
＜持ち物＞バスタオル、飲み物（親子共）

親子でイングリッシュ

【対象】双子（多胎児）の親子と 妊婦さん
双子のお子さんと保護者の皆さんで一緒に情報交換やおしゃべりを
たくさんしましょう。妊婦さんもお待ちしています。

（場所）音のゆりかご保育園ギャラリーフルール
１０月１２日（月）１０：００～１0：4０（予約５組・無料）
１０：5０～１１：3０（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

（場所）あおば子育て支援センター
１０月１９日（月）９：３０～１１：３０

当日参加もＯＫ

こども発達センターへ通っている保護者同士お話しませんか？また

【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か月
英語で歌、ダンス、など楽しいアクティビティがいっぱいです。
親子で遊びながら英語に親しみましょう。

発達に不安を持っていてこども発達センターへ予約を考えている保護
者のご参加もお待ちしています。お子さんは室内のおもちゃで遊び
ましょう。プライバシーはお互いに守りましょう。対象の時間内のお好
きな時間にご来所ください。お待ちしています。

ことばの発達
（場所）あおば子育て支援センター
１０月２２日（木）１０：００～１１：３０
【講師】清水幸代言語聴覚士
言葉の基本的な発達と、ママパパができるコミュニケーション方法を
わかりやすくお伝えします。言葉の発達でご心配な事があれば直接
相談することもできます。（講座は11時まで その後個別相談できます）

