2021年

〠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

LINE

9:00～12:00/13：００～17:00(土日祝を除く)
☎080-8426-8936
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★…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）
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Web申込 9：30～ 電話 13：30～

感染症対策のため

🌱…支援室開放（午前10：00～12：00・午後2：30～4：45）

Web申込

6月分申込開始 5月３1日（月）

全日程申込制

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）
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🌱
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ハッピーバースデー

10:45

＊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

あそびのおけいこ

赤ちゃんの日

ブックスタート

わかばひろば 6/29(火)

６/３(木) 10：００～
（受付9：45～）
講師 渡辺光美氏
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)

６/1１(金)
10：30/15：00
対象 1歳未満の赤ちゃん
と保護者
定員 各回5組
参加費 100円
かんたんな親子制作（手又は
足形アート）や交流タイム、
子育ての話など。センターが
初めての方にもオススメ

６/1７(木)
11:00～11:30
場所：石和図書館
（スコレーセンター１階）
申込：石和図書館
☎(055)262－5959
定員：親子10人

１部:9：30～12：00
2部:13：30～16：00
丸1日スコレーへ拠点をうつして
のんびり遊びます
季節のかんたんな親子制作も予定
しています
＊各部定員8組(市内優先枠あり)
＊場所 スコレーセンター

🌱支援室開放🌱

カレンダーの🌱マークの日

室内あそび・身体測定

園庭あそび

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

園庭でたくさん体を動かしましょう！
天候不良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。
暑い日には、園庭のじゃぶじゃぶ池での水遊びをします
・着替え、帽子、飲み物、タオル
※日焼け止めはおうちで塗ってきてください
※水遊びをするときは園庭の遊具が熱くなっているため、
園庭遊びはできません

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

毎
💛エコー写真アルバム制作

11:00過ぎ～12：00

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
お子さんが未就学児であれば、既に入園されている場合の保護者のみの利用も可能ですので
お問合せください
＊持ち物 エコー写真 ＊材料費 350円(初回のみ)

日

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制作は1個までです

💛今月のおやこ制作

💛マンスリースクラップブッキング
5月撮影分 ～6/19 6月撮影分 ６/20～７/19
毎月A４サイズの紙にお子さんの写真を
スクラップブッキング♪ラミネート加工をして仕上げます
4，5月分も希望があれば出来ます😊【所要時間約30分】
持ち物 ６月頃に撮影したお子さんやご家族の写真4～5枚

オリジナル
うちわ作り

カレンダーの😊マークの日
６～８月中旬の連続企画です
＊予約枠が別になりますのでご注意ください
親子で楽しみながら、
かわいいうちわを作ります♪

初めて遊びにきた親子限定

手形・足形アート
（どちらか一種類）

フエルト
マスコット作り

今月の新作 カエル

６/2８(月)10：30～11：15
対象：６月生まれの未就園のお子さん

おたんじょう会

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＾－＾）♪
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

わくわくたいむ

６/７(月)、2３(水)
11：00～11：15、16：30～45

同日の午前・午後は同じ内容で行います
読み聞かせや音楽あそびなどを楽しみます

６/４(金)、25(金)＜雨天中止＞

どろんこあそび

11：10～11：40

子どもも大人もどろんこになってあそぼう！
親子で汚れてもいい服装できてください。
〈持ち物>タオル、着替え、帽子など
※日焼け止めはおうちで塗ってきてください😊

使用アプリ、接続方法などは別紙をご覧ください。
事前のテスト通信も行っています

つながる🎀オンライン

＊個別相談・グループトーク ほぼ毎日 13：30～14：30
＊みんなでオンライン 6/7(月)、23(水)13：30～14：00

テーマは【保活】♪

複雑化している制度の説明や保活ってそもそも何？見学って必要？などざっくばらんに話そう！

＊おうちＤＥハッピーバースデー

NEW♪センター初めて体験

6/28(月)10：45～

6月生まれのお子さん対象

6/11（金）13：30～14：00

定員3組

対象：センターを利用したことのない未就学児とその保護者、妊娠中の方
オンラインでスタッフやセンターの様子を知ることができます

来所時のお願い
・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濃厚接触がある場合

・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
ご家族に発熱など体調不良の方がいる場合も利用を控えてください
・来所時は、大人は必ずマスクの着用をお願いします
・入口(門手前)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
・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、お子さんのイヤリングやネックレス等アクセサリー着用はご遠慮ください
・センター利用時（出張支援も含む）は携帯電話の使用・撮影は禁止させていただいています
・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
お
し
ら
せ

～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(修理材料実費がかかります）
・1回1人1個まで ・ゲーム、モデルガンは×

