平成 30 年度 4 月号
宮前保育園子育て支援センター
Shell & Beans

Ｓｈｅｌｌ ＆ Ｂｅａｎｓ
～4 月のおたより～

Club Beans(育児サークル)
沓澤美鈴・小島信・小林身奈
小島梨奈・渡辺音音・小林亮太・角田佐恵

★Afternoon

こんにちは、Anne です。咲き誇る花々に、心が踊るわね。アンは

Tea★

花畑の中で横になると、心が安らいで、想像の翼が広がるの。皆さん

2～ 6 日：みかんとバナナのケーキ

はどうかしら。アンのおうち＜Shell & Beans＞で一緒に語り合いま

9～13 日：ココアシフォン

しょう。そうそう、マリラが作るランチやケーキは絶品なの。ぜひ一
度遊びにいらしてね。

16～20 日：アマンディーヌ
23～27 日：みかんとバナナのケーキ

風の心地よい春は、あたらしい友達が出来ればいいと思うわ。人生
に対する魅力がましてくるのですもの。でも、どんなにたくさん新し
い友だちが出来たとしても、アンにとっては古い友だちも大事だわ。
月曜～金曜 15：00～
1 セット 500 円

ずっと腹心の友。いつまでもそんな仲で
いられますように。ギルバート？ギルバ

事前のご予約も受付中です。

ートはライバルよ。でも本当は、誰より

（オーダーストップ

今月はアフタヌーンティで大人気の

も信頼できる腹心の友なの。内緒にしてね。

アマンディーヌの登場です！

それでは、ごきげんよう。

★4 月

当日 14：30）

育児サークル★

★職員紹介★

4月の育児サークルは、みんなで春の訪れを感じま

平成30年度、子育て支援センターを担当致します。

しょう。絵本「はらぺこあおむし」の

お子さんとの関わり、ご家族の皆様との支援を通し、

世界観を一緒に楽しみましょう。

より子育てを楽しむ事が出来るサポートをさせていた

是非ご参加下さい。

だきます。一年間どうぞ宜しく願いいたします。
アン＝シャーリー役
小林 身奈
ギルバート＝ブライス役 小島 信

参加費：1,000円（ランチセット付）
会員以外の方も参加OK！（要予約）

※職員紹介はホームページに掲載されています。

★イベント

★Facebook★

野菜スタンプ遊び★

野菜をスタンプにして、様々な

イベントやアフタヌーンティの

色や形を描きましょう。

お知らせ、子育て支援センター

出来上がりをどうぞお楽しみに♪

の様子をお知らせしております。

日

皆さまの“いいね！”フォロー、

時：4月10日（火）

お待ちしております！！

14:00～16:00
参加費：500円（ティーセット付）

★イベント

★「Shell&Beansポイントカード」★
「Shell&Beansポイントカード」は、アフタヌーンテ

親子遊び★

親子で一緒にスキンシップをとりながらふれあい遊
びを楽しみましょう。ご家庭でも簡単に出来る内容

ィをご利用の方に1回1ポイントが付きます。イベント
の日はポイントアップです！ぜひご利用ください！

です。お子さんとの遊びの時間にぜひどうぞ♪
日

Facebook

時：4月12日（木）13日（金）
14:00～16:00

参加費：500円（ティーセット付）

★

子育て相談

10P
20P
30P
40P
50P

ジュース プレゼント
ア
手作りクッキープレゼント
手作りケーキ プレゼント
アフタヌーンティ 1 セット 無料！
ランチ 1 組 無料！

受付中

★

お子さんの発育発達、食事やしつけ、情緒への関わり、遊びや生活リズムなど、育児全般の相談に応じます。
宮前保育園 Shell & Beans(シェルアンドビーンズ) TEL055-252-8823（直通） shellandbeans@kidskiss.jp

子育て支援センターShell＆Beans
日付
2

月

3

火

4

水

5

木

6

金

9

10

育児サークル

さくら製作

10：30～12：50

火

水

12

木

はらぺこあおむし
食べ物探しゲーム

金

16

月

17

火

18

水

19

木

身体測定
ビュッフェランチ

身体測定

20

金

23

月

24

火

25

水

26

木

27

金

「はらぺこあおむし」の世界観を一緒
に楽しみましょう。
サラダ作りでは、料理をする楽しさを
体験しましょう！

イベント
野菜スタンプ遊び
【ポイント 2 倍】
イベント
ゲーム遊び
【ポイント 2 倍】

はらぺこあおむし
食べ物探しゲーム

13

歌って遊ぼう

イベント
ゲーム遊び
【ポイント 2 倍】

サラダ作り

11

子育て支援センター

春を色鮮やかにする「さくら」を親子
で一緒に作りましょう。

月

「はらぺこあおむし」の世界観を一緒
に楽しみましょう。

身体測定を通じて、お子さんの成長を
実感しましょう。
ビュッフェランチでは、好みの場所に
食材を盛り付けて、ランチを楽しみま
しょう

4月

イベント
親子遊び
【ポイント 2 倍】

13：00～16：00

色々な歌に触れて、音楽を親子で一
緒に楽しみましょう。

14:00～16:00 ★要予約
料金：500 円ティーセット付
簡単なゲーム遊びをみんなで一緒
に楽しみましょう。
14:00～16:00 ★要予約
料金：500 円ティーセット付
野菜を使って、スタンプ遊びを楽し
みましょう。何が出来上がるかはお
楽しみに♪
14:00～16:00 ★要予約
料金：500 円ティーセット付
簡単なゲーム遊びをみんなで一緒
に楽しみましょう。
14:00～16:00 ★要予約
料金：500 円ティーセット付
親子で一緒にスキンシップをとり
ながらふれあい遊びを楽しみまし
ょう。お子さんとの遊びの時間にぜ
ひどうぞ♪

運動遊び
★5 月スケジュール発行★
沢山の巧技台に触れて、身体を動か
して楽しみましょう。
運動遊び

身体測定を通じて、お子さんの成長を
実感しましょう。

お話広場

春の絵本に触れて、物語を一緒に楽
しみましょう。

こいのぼり製作
★5 月イベント予約開始★

バースデー

誕生日を迎えるお子さんを一緒にお
祝いします。一緒にお子さんの一年間
の成長を振り返りましょう。

こいのぼり製作

5 月は端午の節句。元気にお空を泳
いでいる「こいのぼり」を作りまし
ょう。

★平成30年度会員様募集★
平成30年度4月からの育児サークル会員様を募集致します。子育て支援センターまでお問い合わせください。
＜会員特典＞・お誕生月に、アンとギルバートからのプレゼント
他にも
・LINE＠より、イベント情報の配信
たくさん！ ・LINE＠での、Shell＆Beansサービスのご予約
宮前保育園 Shell & Beans(シェルアンドビーンズ)
TEL055-252-8823（直通） shellandbeans@kidskiss.jp

＜コース編成＞
☆月曜～水曜・1 歳半以上のお子さん
☆木曜日・・・10 か月以上 1 歳半までの
お子さん
☆金曜日・・・5 か月以上 1 歳までの
お子さん
※離乳食は、木曜・金曜日が対象です。

