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★赤ちゃんの日
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ワイワイ座談会

金
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木

ハッピーバースデー

おんがくのじかん

10：45～11：00

ミュージック

10：30～11：00

＊11月号発行

＊主幹保育教諭による個別育児相談を随時受け付けています（予約制）　＊予定は都合により変更になることもあります　

おたんじょう会

ミュージック

2部制　スコレー

ワイワイ座談会

〠笛吹市石和町小石和601（清流公園近く）
対象：妊娠中の方、未就学児とその保護者
9:00～12:00/13：００～17:00(土日祝を除く)

🌱…支援室開放（午前10：00～12：00・午後2：30～4：45）　★…出張支援や講師イベントなど（支援室開放は行っていません）

水月 火

おんがくのじかん

16：30～45

☎080-8426-8936　

（個別相談）

★ほっとなあーと

★あそびのおけいこ ★ちょこっとハロウィン

（11月分申込開始）

★おさんぽ博物館
10：00～

9：50～12：00

Facebook ＨＰLINE

全日程申込制
感染症対策のため

ほっとなあーと
～保護者の造形タイム～

10/6(火) 9：50
美術に苦手な方にも好評です

💛ゆったりとした時間を過

ごしリフレッシュしましょう

＊講師 天沼 操氏

（臨床美術士）

＊参加費 500円（託児

あり）※初回、市内優先

枠あり、保護者のみの参

加も可能です

赤ちゃんの日
10/9(金)

10：30/15：00

＊対象 1歳未満

のお子さんと保護

者
かんたんな親子製作

（手又は足形アー

ト）や交流タイム、

センターが初めての

方にもオススメ😊

ちょこっと

ハロウィン
10/30(金)

1部 10：00～

2部 11：10～

場所 スコレーセンター

＊親子で仮装してきて

ください

※市内優先枠あり

10月分予約開始 9月25日（金）
Web申込 ９時～・電話 13時30分～

※一部イベントを除く

Web申込(24H)https://airrsv.net/wakabacsc/calendar

※申込方法詳細は別紙参照（必ず目を通してください）

Web申込

おさんぽ博物館
10/23(金)

10：00～13：30
博物館の広～い芝生広場

でたくさん遊ぼう！

＊場所 山梨県立博物館

の芝生広場（現地集合）

＊持ち物 お昼ご飯＆レ

ジャーシート（食べる親

子のみ）間隔をとって食

べます♪

時間内であればいつ来て

帰ってもOK＾－＾

あそびのおけいこ
10/28(水)10：30

＊講師 渡辺光美氏
(リズム・オブ・ラブ主宰)

＊場所 スコレーセンター

＊対象 歩行を開始し

ているお子さんとその

保護者(市内優先枠あり)

親子でふれあいながら命の

大切さを感じよう



🌱支援室開放🌱　　　カレンダーの🌱マークの日
　※日焼け止めはおうちで事前に塗ってきてください＾－＾

室内あそび・身体測定 園庭あそび　　　11:00過ぎ～12：00

おはなし会　 おたんじょう会　10/19(月)10：30～11：15

つながる∞オンライン　　　使用アプリ、接続方法などは別紙をご覧ください

＊おうちＤＥハッピーバースデー　10/14(月)10：45～　10月生まれのお子さん対象

＊おうちＤＥミュージック　10/12(月)、27（火）わらべうたやリズムあそびなど♪(15分程度）

・お子さんの通っている園やご家族・接触者、その勤め先等で感染者や濃厚接触者が出た場合はご利用ができません

・過去14日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への渡航又は当該在住者との農耕接触がある場合

・熱がなくても、普段と体調や様子が違うときは利用を控えてください

　(37.5度以上の発熱、熱がなくても咳・鼻水等の風邪症状や味覚臭覚異常があるときは利用できません）

・来所時は、必ずマスクの着用をお願いします（2歳以上のお子さんもできる範囲でマスクをつけてきてください）

・入口で、手指消毒をしてからセンターのインターホンを鳴らしてください（スタッフが門扉で検温をします）

・午後の利用時は、これまで通り園舎西側砂利の駐車場に中央列を形成して停めてください

・ご家庭のおもちゃの持ち込みはご遠慮ください

・飲み物は水筒やマグに入れて来てください。ペットボトルの場合は、カバー等に入れてきてください

園庭でたくさん体を動かしましょう！
雨天や園の行事等で
園庭を使用しているときは
できないことがあります。

木のおもちゃ、すべり台などもあります
室内でゆったり過ごせます

赤ちゃん～幼児の身長体重を
いつでも測定できます
測定初回にはカードを差し上げます

おなかのなかの思い出をかわいく綴りましょう♪
ペン、チップ、マスキングテープ等はセンターで用意しています
＊持ち物　エコー写真　＊材料費　350円(初回のみ)
※自分で用意したアルバムや台紙を持参してのスクラップブッキングや記念カード作りも
できます（1回50円）

＊個別相談・グループトーク　ほぼ毎日　13：30～14：30

毎

日

当日参加できない場合は記念のカードのみプレゼントしていま
す（当月中に申し出てください＾－＾）

💛エコー写真アルバム製作

1回で仕上がらなくても大丈夫♪お子さんの様子を見ながら進めましょう^-^
※1回のご利用で作ることができる製作は1個までです

お
し
ら
せ

来所時のお願い

＊おうちＤＥワイワイ座談会　　（30分程度）

💛今月のおやこ製作

10/8(木)9：30～、10/23(金)15：00～

対象：10月生まれのお子さん
(申込時に苗字の前にお子さんの誕生日を入力）
 記念カードを作ったり、パネルシアターなどを行います。
誕生月でない場合は、一旦キャンセル待ちとなりますので、電
話でお問合せください

石和図書館の司書さんが来所して
出張おはなし会を開催！
赤ちゃん～参加できます

おんがくのじかん　
10/12(月) 10:45～11：00　
10/27(火) 16:30～45

親子で楽しめるわらべうたや
リズムあそびを楽しみます♪

スタッフも交じってフリートーク♪子育てだけでなくいろいろな話が飛び出します😊

10/14(水) 
10:30～11:00

～センターの衛生管理～
センターでは午前、午後、終了時に室内消毒、
使用したおもちゃの消毒、2方向の換気・空間除
菌脱臭機の使用（随時）を行っています

壊れたおもちゃありませんか？
センターを通じて、おもちゃドクターに
修理依頼ができます。
・1回1人1個まで
・次回締切　１0/1（木）
・ゲーム、モデルガンは×

💛ハロウィンチャーム 約３0分

プラ板を使って作ります

💛マグネット作り
約30分/個

今月はネコとキノコ

💛 親子もみじアート 約40分

来所しないご家族の写真を貼りたい方は

持参してください

絵の具を使うので、汚れてもいい服装で

お越しください


