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く〉 書の山菜がおいしい季節です
フキノト0・世ンマイ・ワラビ・タラノメ・ノビル・1?υ・ツクシ、事ど．

曹Q)LIJI闘志、おひたしゃ天ir¥6などにして食べるとおいしいですよ。
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贋です．で§れぽ聞記る釦S寝る周置をしましょう】．寝ている聞に..  制民ジ怠ど＠分溜が，〈怒り．日

中＠体＠窓摺を回復してくれま’－

－彊冨E置盟国圏・ ー自の元信＠茸肱闇食か§です．よくかんでしっかD食ぺましょう．
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－霊盟国富盛－
rH－トナ一保育とは？』

2008年度か51詰じまった東京都狙自の制度で、

私立保育園が任意で行う地域手育て支援サービ

スの 1つです。在宅で手育てをしている家庭や、

出産前後の保聾者の万をを支援するため、利用

者登録を頂き、随時の育児相酸、

子育てサークル支援、 .J:..＇側、p’古代’.tJ VJ 

子育て情報誌の発行怠ど、 （~~軌をY

様々なサービスを実施していきます。~’~

笠録Id:毎年度必要となります .1Ll 

お鳳邑は
食後1時間おけて
夕食後すぐに入潜すると．消＇f!:=f:Jil

を起こ，可薗憶が濁ります．胃掴<Dr羽
化』という．去を健すた＠に、1時間は

a;)l,＼てか6.1'指するようにしI!しよう．

‘’ 食べ衝には・玉原蟻・と曙ぼれる味 ． 
がおり、それぞれ首時、うま疎．竃聴‘薗 一

〆・、 時‘普哉として知Sれています．中でも、ど ) 
ロマ7人周却本能的に飲する昧拡、甘味、ヨE際 、J

騰、塩味＠三つです．塩聴は塩化ナドJ －－ 
"' 弘脱ミネラJ同聴として、宇部跡 .... 

アミノ国怠どのタンパク質＠疎として、

医~そして跡時記＠エネルギー理｛窃》
＠時として置露です．｛凝『ヨ開制は唱rY苫J’
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おおき〈なったかな？ ；（ 青空ひろば ； 
身 長 ・ 体 重を測り巴きまぜんか？！！今月は昭和記念公園で実施します！

日時：4/21(月） 9:45～ 11:15 ~ ！日時： 4/26（土） 9:55～ 13:00 l 
場所：保育園ホール 之ぬノ－ ; i場所：立川市昭和記念公園店師、£、 i

C•"l' Iレつ il 治犯湿 i
j対象： 0・1蹴側諸‘叫_s,,,I ！※雨天時中止 ぷ辱Wil
I I! iお申し込みはお申込用組に担要事項をご記入の上 i

11健康巴ついての相談もお気軽IC::11 J入酬と色わせ4／悶悶Z提出くだ飢！

；象、 市院へ行くほどでもない廿； （・・－・一一～一…一一一一一一一－－－・.，

＼；；.常、h ど、ちょっと心配・・・J「予防接 11 赤ちゃん講座 ！ 

C1£：~＇－~ 橿ってどうし起らいいの？JI i I 
など怠ど、そん怠ご相談E、 I l I 
当園の花白書麗師がやさしく！ l楽しい離乳食（も賊濡句）！
棺肢巴応じます。 II離乳食の進めか：：：cついて、保鹿者の万巴踊 ； 

一一一一 一一一一一一一一一jiをしていただきながら脱税していきます。ま i
日一－一一 冊目ー一一一叩ーへ i定、保育圏での良事を吉め定生活＠援予もご覧 j

子育て講習会

｜合月のテ ーマ｜哲；運動あそび

j遊びがひろがる体験講座
： 昨年度賠評だっ定、日本経営叡宵研究所の長居先

！ 生の「家庭でできる運動遊びJ踊座を舎年度芭実

! 施します．皆さんのご参加をお待ちしています。

！日 時： 4/23（水） 9：お～10:00

※要申込

場所：太陽の予保育園ホール

対 象 ： 1・2歳児の親予の万 4轟

参加賀：無料 ，ぷ曽有

服装：動きやすい服装 可頚芝ツ

ぜ双~＼. 5/2（金） 密Q
T号~こどもの日会酪3
5 /2 （金〉午前 10時よりホールにて、こど

ちの日会を行います。ぜひ遊びに来てくださ

いね（要予約）．

ご参加希望の万回職員までお声かけください。

！！い定だけます。その後、保育園＠給良を食べな ； 

！！がら、離乳QC関わる疑問・相践E当園の栄喪！

；！士・保育士がお筈していきます。 ； 
; f日時 4/2叫（木） 11:15～12：お ！ 
！！人数各月5組（先着煩・初めての万優先） ！ 

i i揖所太陽の予保育園ホール ！ 
I i対象 O歳児の親子の方 氏、
け参加費抑円｛個蓄の抑制代）~ぷ注’ j
！！指ち物筈とコップ（大人） ~~ 
； 口拭きタオル（こどち） 可問、J

！申込み保育園までお越しください。

jベビーマνサージ（5月）！
j鱈評問郎、吋すベピマ謂座を、 5月よ：

り月 1回のベースで実施します。気軽E遊びE
' fきてくださいね。

！日時 5/13（火） 10:00～11：泊

j対象生後2力月～ 12力月の親予 ~ 
募集毎回10組 ~ 
会場末商の予保育園 1暗ホール "'"U崎

措ち物 パヌタ才ル1枝・活れてちいい

タ才ル等・水分補崎用の飲み物

服装普段替でどうぞ

料金無料（使用する才イルは実質にて販売）

講師 O歳児クラス担当保育士
【E扇市ンデインヲ也会ベピーポンデインヲヲJ>::tベシvυヌトl!lill>

申~み保育固まで予約のお電話をください


