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10月の予定も＠匂＠匂⑧匂＠匂＠

（ おおき〈なったかな？ i「 赤ちゃん時 「
j身長・体重を測り巴きまぜんか？ 11・…了

！日時：10/27（月） 9:45～11: 15 ＿，.＠川楽しい離乳食（も賊品）
! 揚所：保育園ホール Jn~u I I離乳食の進めか定巴ついて、保護者の方巴鼠禽

ー睦E場l l iをしてい起だき怠がら観唱をしていきます。まi対象： 0・1歳児のお手様 三重主 II 
E ヨ j l定、保育園での賞事を含め窓生活の撮予もご覧

ー一－ - iい起だけます。その後、保育園の鎗食を食べな
r ~ .. '1 Iがら、離乳食巴関わる疑問・相談巳当園の栄養

｜ 子育て講習会事漫 II士・保育士ガ描山きます。

j I錦繍座①｜食育体験講座！
！食事の仕方・ SQのメニュー・調理方港

； 保育園の給食を実際に味わいなか5、予

どちの食事について栄養士ととちに巷えて

いきます。終3後は食事をテーマに気軽に

おしゃべりできた5と思っています。

時： 10/14・16・17(1日5組）
来応募多数の掲合は先着順

11 :15.～12:3> 

場所：太陽の予保育園ホール

対象：1・2歳児の親予の万

参加費：大人3X)円手どち 250円

指ち物：箸とコップ（大人）

ロ拭きタ才ル（こどち）

匂＠匂＠匂＠匂＠も＠寒くなってきました

寒い季節になってきまし定。「予どちは風の予jと言って、外で遊ば世ること

は望ましいのですが、やはり体調管理には気をつけてあげたいちの。かぜの

原因の多くはウイルス感染です。気温や湿度が低くなる時季に陪、時吸器粘

膜の抵抗力か弱まって、ウイルスが繁殖しやすくなります。かぜをひかない

ためにち、タンパク質、脂肪、ビタミン C、ビタミン A、の四つの栄養素をバ

ランス良く摂取するようにしましょう。 －・圃・・・・ー

10/15（水） 11: 15～12：お
各月5組（先哲願・初めての万優先）
太陽の予保育園71¥ール
0歳児の親予の万 A、
制円〈畑蓄の抑制代）~
箸とコップ（大人） 京吏）~
ロ鉱きタオル（こどち） '-v""'- --

保育園までお麗しください。

日時
人数
場 所
対象

参加費
措ち物

申込み

ベビーマνサージ
ベビーポジディyグ（ベビーマッサージ）で、

赤ちゃん・お母さんとも巴リフレッシユ！！

日時 10/22（水） 10:00～11 :3) 

対象生後2力月一 12力月の親手 f守、

募集毎回10組 又どJ
会場太陽の予保育園1階ホール ーUfoO

措ち物パスタ才ル1枝・汚れて琶いい
タ才ル等・水分補給用の飲み物
普段着でどうぞ I 

無料（使用する才イルは実質にて販売)I

O歳児クラス担当保育士 I 
国際ポンデインゲ協会 I I 
ベビーポンデインクケ？スペシvリスト軍需 l ！ 

保育固まで予約のお電笛をください ！ 
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．わくわくクラブ・・・1'1児・l<!C:t:こクラブ…2-3織児

年齢別予宵てサークル活動の第Ill期（12～3月）

の参加親予の万を募集します。お申し込みご希望

の万は保宵園にてお申し込みを行ってください。

怠お、サークル活動は羽村在住の未就園児の方が

対象と怠ります。＊受付期間：10月2)日～29日

第Ill期・年齢別サークル活動受付中

日

I 1含月の臨＠｜器運動あそび

）遊びがひろがる体験講座
調師：日本経営教育研究所長屋あゆみ先生

日目時： 1仰（木）＆お～ 10:
※応募多数の場合は先着願

場所：；太陽の予保宵園ホ一ル

対象：1 ・2歳児の親予の方 ~.L.!1... 
参加費：無料 ~兆u
服装：動きやすい服装 :Fi 苫~

手育てお悩み相談はお電話・メールでも

あ気軽巴・．．

renraku@sunshine.ed.jp 
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識が！え
~~ 寒さととちに衣替えの季節…夏の聞に

ろ告訴事説I，すっかり大きくなった予どちたち。秋冬

似品Wピ~－物が小さくなっているかちしれま世ん
ーー ーー ね。衣替えの際には、ぜひお予さんにお

手伝いをさ世てあげてください。小さく怠った衣類や、

まだ萄5れる服などを実際に見ることで、自分の成長を

感じるととちに、物を大切にし感謝する気指ちを宵んで

いけた5すてきですね。

（ 親子運動会 I 
l ｛膏霊ひるぽ轄周絹｝ I 

1日時.： 10/11(土）※雨天10/18

！ 願延の揖合同ご連結します。

i場所：あさひ公園

1時間： 8：句集合

；波駐車掲陪ありま世んので徒歩・

i 自転車でお越しください。

認：捗vr財つ子Jとザオ呼応う遭う？

お父さんお母さんの時代l司立、テしピぱ古叩見ている子は『テしピ

つ子』と噂ばれ司λました．雪は『ビデオコ子Jの暗代治てテしピと

ビデオの遣いとLて、テレビは見たい醤組が魁まる時聞が決まって

いて、子ど割まその時間まで措た制才ればならず、態わるとその晋

組は見られないのが普通ですから見たい賓措吉を我慢したり・待

ったりす之とが勉聾司dた．ところ，.，Jfビデオだとどう司ょう。

ビデオ凶λつでも・伺固でも・何時間でも見たいものが見られま

す。待つ侶要も剖オ利ま我慢する描聾もありません。ここにテしピ

コ予とビデオツ子の嵐W生れます．

使胞になった分だけ家庭でのJJ.,-Jし作助E大切です。まずは大人

古ちビデオの見方を書え鼠ょう．

l手l生後1～2力月：視力a01ぐらい
l~I 生後3～4力月：動くちのを目で追う
11RI生後5～6力月：両方の目で見る
l克l 1踊：視力a.2 

閣 4鹿：而%が1.0 
｜還l かぜ1ta:1まぽ全員が1.0に

約フ年
＠鯵

； 子どもの視力は、眼撃の尭遣問オでなく、聞の発遣とも深く関わっ

： ています。見たものが何である由、を園田する力が備わって初めて、

！ 『見える』出こなる古ちですー ； 
乙の大切な時期をどう過ごすかで、子どもたちのr見る』力が大！

；関わボることを、どうぞ忘れ飢ぽrei!l¥o J 


