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新型コロナウィルス感染拡大防止のため予約制の分散来室で開室しています。
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《
パパもママも保育園入園についてのいろいろ聞いて

みませんか？保育園の選び方や保育園の申請の仕方

などを教えてもらったり疑問や心配なことをみんな

で話し合ってみましょう。ご夫婦での参加も大歓迎

です
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～6月のテーマ～

梅雨時の快適な過ごし方
ジメジメした梅雨を快適に過ごすコツや、

楽しんじゃうアイディア！！お待ちしてます！
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6/9(木）13:30～14:00

分散来室定員 ４組 オンライン定員４組
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プログラムのないゆったりとした時間です。なんて

ことない『日常』。でもそれを地域の仲間と積み重

ねていく大切さを感じています。

子ども達をみながらうっとりにっこりほっこ

りする、貴重な時間を一緒に過ごしませんか？

ڎᐳ⻠ߚ߆ߒ߿ߌ߆ࠅ⺆ڎ 〜遠野のわらべうたによる子育て〜

6/１(水)1３:00〜1４:０0 各回定員:３組
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６月2３日(木)10:３0〜11:30 定員：3組
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《歯科衛生士さんに聞いてみよう》
仕上げ磨きっていつぐらいから始めるの？マウスタッ

チってなぁに？始められるお口のケアのことを衛生士

さんにいろいろ聞いちゃおう！

【日 時】６月２１日(火)10:３0～11:30

【定 員】４組（分散来室）

【講 師】歯科衛生士 河野美都里さん

※使っている歯ブラシをお持ちください。

《保育園のキホンのキ》オンライン同時開催！
パパもママも保育園入園についてのいろいろ聞いて

みませんか？保育園の選び方や保育園の申請の仕方

などを教えてもらったり疑問や心配なことをみんな

で話し合ってみましょう。ご夫婦での参加も大歓迎

です。※世田谷区の保育園入園についてのお話になります。

【日 時】６月１１日(土)10:０0～11:30

【定 員】分散来室3組 オンライン２０組

【コーディネーター】入江彩千子
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