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2015年 413度予定
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子育てお悩み相談は

お電話・メールでも
あ気軽巴どうぞ・－－

I噌nraku@sunshine.ed.jp

－霊 冨 翠 盟冨冨園調E
これまでお願いしていまし疋「パートナ一保育

登録JI~、 2015年度より東京都の制度回iEIこ伴

い廃止されます。

夕食後：Yぐに入潜すると．調化不良
を配拘留位指ります．胃110r清
他』という．告を信すために、1時間肱
おいてか6;A..描yるようにし嵐広う．

‘’ 食べ備に隊・草原雄・とLIJllitれる昧 ‘’ 
が怒り、それぞれ首時‘うま味、塩疎、回 一

f・、 聴、昔龍としτ姐Sれています．中電も. ~「 、
打つ7人聞が本館的Ii:憶する昧跡、首肱潟 、J

時‘塩疎由三つでTa竃聴肱塩佑ナ・tJJ．， oムなどミネラル＠聴として、うま味依 ． 
アミノ酷怠どのタンパク質＠昧として、

医~そしτ餓糊怠どのエネルギー引現》
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お総くいア 悶足
身長・体重を測り巴きまt i昭和記念公園で実施します

日時：4／初0（月） 9:45～ 11: 1三（；＿〕 I i 日時： 4/25 （土~~~：弱～ m
i渇所：保宵園ホ一ル fζ州ノA I i場所：立川市昭記公圏s一看主対象： 0• 1歳児のお予穣‘〓Y,II※雨天時中止 d母義主

I 11お申し込みはお申込用範に庖要事項をご記入の上

｜健康巴ついての相談もお気軽Z 川入国間関U叩開立提出く聞け

,--・ 

「病院へ行くほどでもないけ

ど、ちょっと心配…J『予随接

種ってどうし定らいいの？J

など怠ど、そんなご相肢E、

当園＠花岡看護師がやさしく

子育て講習会

｜銅のテー マ｜号：運動あそび

遊びがひろがる体験講座
昨年度鱈評だった、日本経営叡宵研究所の長屋先

生の「家庭でできる運動遊び」踊座を舎年度琶実

施します．皆さんのご参加をお待ちしています．

赤ちゃん講座
一寸

楽しい離乳食（も競5品）
離乳愈の進めか定Eついて、保聾者の方巴鼠食

をしてい怠だき怠ガら観明をしていきます。ま
定、保育園での食事を含め定生活の横手もご覧
い定吉けます。その後、保育園の給食を食べな

がら、能乳食巴関わる疑問・相践E当園の栄護

士・保育士ガお筈していきます。

日時 4/'Z2（水） 11 :15～12:3) 
人数各月5組（先哲願・初めての万優先）
場所太閣の予保育園ホール
対象 O歳児の親予の万 A.¥ 
参加費 ま氾円｛保担者のおの鎗食代〉｛’ぬd誕ぎ
措ち物筈とコップ（大人〉 京巧~

: I ロ抵き夕方ル（こどち〉 γ ー一

日 時： 4/14（火） 9：お～10:00 I I i申込み保育圏までお越しください。 j 
※要申込 I i 1・－－－一一ー一一－ ···－~ -1 

場所：太陽の予保育園ホール ｜！！ベビーマνサージ（5月） I J対象： 12歳児の貯の~r1 …がていますベピマ艇を 5月よ（
参加費：無料 ~羽交｜ ！！り月 1包のベースで実錨します。気軽E遊び巴

服装：動きやすい服装 唱定ジ I! Iきてくださいね。 ： 

、一戸 山一…一一・ ，.） ！日時 5/8（金） 10:00～11：ぉ ； 
一一一♂＿..・－－－－・一一－.； j対象生後2力月～ 12力月の親子 ~l 

ぜ花15/ 1 （金） 想段！ I ：：~＝広島育園 1 階ホーJv 鴻
~~ぎこどもの日会幽草川措ち物パヌタオル1 枚・渇れてちいい

一一 Ii タオル等・水分補給用の飲み物
5I1 ＜金）午前 10時よりホールにて、こど l ！服装普段着でどうぞ

ちの日会を行います。ぜひ遊びに来てくださ ；！料金無料（使用するオイルは実費にて販売） i 
いね（要予約〉。 ；！講師 O歳児クラス担当保育士
ご参加希望の万は鵬員までお声かけください。 : l f醐約デインタ髄ベピ4 ンデインクヲアヌベシ刊ヌト鴫） i 

i ！申込み保育園まで予約のお電話をください


