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 　親子でえほん・うたあそび（11：00～）

令和２年度　第６号　８月２５日（火）発行

川内すわこども園地域子育て支援センター

に遊びにおいでよ。
tetote-てとて

tetoteスケジュール

みんなみんなのあそびば

９月の

　
①　９月３０日（水）のプログラム

【講　 師】　井上　千恵子　先生　・　芝原　千代子　先生

【時　 間】　１０：３０～　

園庭開放

tetote-てとて-のスタッフ

えいじ
　せんせい

ちよこ
　せんせい

よしみ
　せんせい

かなこ
　せんせい

みなみ
　せんせい

お誕生日
おめでとう！

リメイク椅子作り

プログラム

親子で
キッドビクス

　コロナウイルス感染症防止対策の為予約制とさせて

いただきます。　　　　　　　より受付開始！

定員になり次第締め切らせていただきます

　川内すわこども園SECONDに遊びに行こう！

　④　９月２日・１６日・３０（水）

  ９月生れのお誕生会（10：30～）

おたんじょうびおめでとう(*^▽^*)

③　９月２８日（月）のプログラム

参加希望の方は、予約をしてくださいね♪ （ひとり１００円）

（11：00～）

しゃぼん玉遊び

てとて.net

予約
５組！

友達募集中！！

プログラム

　外に出ればまだまだ汗ばむ季節ではありますが、朝晩は少しずつ過ごしやすくなり心地よい風に、秋の気配を感じ
るようになってきましたね。日本各地でのコロナウイルスの感染は日々拡大していますが、この暑さでのマスク着用
や換気をしながらの生活は本当に大変ですね。コロナウイルスと共存する新しい生活様式は、不便さも多々あります
が、水分補給と休息・栄養をしっかりと取ってみなさん元気に過ごしていきたいですね。
　今月も秋にちなんだてとて-tetote-らしいプログラムを準備しています。
　１人でも、お友達を誘ってでも遊びに来てくださいね。

自由に遊ぼう

（10：30～）

親子でえほん
うたあそび

自由に遊ぼう

大きく
なったかな？

赤ちゃん広場

リメイク椅子作り

川内こども園ＳＥＣＯＮＤに遊びに行こう！

おしらせ

園庭開放

親子でヨガ

　新型コロナウイルス感染症防止対策によるプログラムの変更がある場合があ

ります。利用される皆様には大変ご迷惑をお掛け致します。ご了承下さい。

限定
５組！

プログラム

育児相談日

プログラム

プログラム

園庭・園舎開放

園庭・園舎開放

（身体測定の日）

プログラム

出張広場

大きく
なったかな？

（身体測定の日）

親子でストレッチ
＆ボディーケア

（10：30～）

プログラム

プログラム

プログラム

予約
５組！

予約
５組！

予約
５組！

SECONDに集合
10：30～

（10：30～）

敬老の日の
プレゼント作り

第１週：親子でストレッチ＆ボディーケア

第３週：敬老の日のプレゼント作り

第５週：親子でえほん・うたあそび

　　　　　（わらべうたあそび）

（10：30～）

（10：00～）

予約
５組！

※支援センターてとての方は

「つどいの広場」になります。

予約
５組！

予約
５組！

〒８９５－００７２

 薩摩川内市中郷

　３丁目３２７－１

ＴＥＬ：

　　２４－８４００

タートル 赤ちゃん広場

つどいの広場

ベビーマッサージ

予約
５組！

（10：30～）

予約
５組！

プログラム

赤ちゃん広場

育児相談日

（11：00～）

②　９月２４日（木）２５日（金）のプログラム

　リメイク椅子作り（10：00～）
 ・アンパンマン（赤椅子） 

 ・ドラえもん（青椅子）

 ・トーマス（青椅子）

 ・コキンちゃん（青椅子）

 ・わんわん(黄緑椅子)

 ・しまじろう（黄緑椅子）　 

 ・メロンパンナちゃん（黄緑椅子）

　※予約の際に必ずキャラクターの指定を

　お願いします。

　毎月ヨガを指導してくださる徳

丸さおり先生が「リメイク椅子作

り」を教えてくださいます。100

均の普通の椅子を自分だけのかわ

いい椅子に作ってみませんか？

人　数：　　 　限定

参加費：　　 　　になります３００円

各５組

※９月８日（火）予約受付締切※

※おつりのないようにお願いします。

園舎開放

園庭開放

園庭開放

英語で遊ぼう！

（10：00～）

予約制

（10：30～）

育児相談日

予約
５組！

敬老の日の
プレゼント作り

プログラム

９月１日（火）

【内容】わらべうた・大型絵本

　　　　布遊び・人形遊びなど

親子でストレッチ
＆ボディーケア
SECONDに集合

11：00～

出張広場

出張広場

SECONDに集合
11：00～

（川内すわこども園SECONDにて）

予約
５組！

プログラム

プログラム

（11：00～）

（わらべうたあそび）



　

　

　

（0さいから就学前）

この日は、コーヒーを飲みながらゆったりと子どものことについて、

子育てについていろいろとお話をしましょう。

認定こども園や保育の利用相談お受けします。

この日は保育士がたくさんのあそびを用意しています。

園の子どもたちとの交流や先生たちとの交流もあります。

さぁ、お外や室内で元気いっぱいあそびましょう。

　２１日は敬老の日ですね。みんなで手作りの

プレゼントを作って渡してみてはいかがですか？

【時間】　10：30～

【準備】　子どもの写真や家族での写真を持ってきてくださいね。

　

　

　　　　　・・・川内すわこども園地域支援センターまたは事務室にて利用登録申込書に必要事項をご記入ください。利用するには

お問いあわせ

◆利用時間◆　毎週月曜日～土曜日　9：00～14：00　　　　　◆休館日◆　日、祝、年末年始

◆場　　所◆　川内すわこども園地域子育て支援センター

※『tetote-てとて-』は０歳～５歳までの就学前のお子さんなら誰でも利用できます。

川内すわこども園　地域子育て支援センター

℡（0996）20-2630　FAX（0996）20-2765

〒895-0061薩摩川内市御陵下町１９番８号川内すわこども園内

ホームページ：http://www4.synapse.ne.jp/sendaisuwa

tetote-てとて-

（育児そうだん・利用者支援の日）

育児相談：ちよこ先生　　　利用者相談：園長先生（えいじ先生）

キッドビクス：ちなみ先生　

こころもからだも『元気』になるために、

さぁ親子で体を動かしてリフレッシュ！！

タートル・キッドビクスの活動は予約なしで参加できます。

川内すわこども園のロゴマーク

左のグリーンカラーは、

‘笑顔’

右のオレンジカラーは、

‘思いやり’

を表しています。子どもたちの健やかな成長を願ってつくりました。

家事・育児に忙しいママ！たまには息抜きも大事♡

簡単な体操やストレッチ・筋トレが出来るプログラムです。

ぜひ体を動かしに来てきださい♪

・ストレッチ＆ボディーケア　11：00～11：30　

親子で体を動かして身体も心もリフレッシュしませんか？

お母さんの手は“魔法の手”

てて とと
　新型コロナウイルス感染症防止対策によりプログラムの変更

が多々あり、支援センターを利用するみなさまに大変ご迷惑を

お掛けしして申し訳ございませんでした。みなさまのご理解ご

協力等ありがとうございました。

てて

親子で体を動かせるプログラム→
赤ちゃんにおすすめプログラム
→
みんなが楽しめるプログラム
→
大人におすすめプログラム
→

その他のてとての活動紹介

親子でヨガ、親子でキッドビクス

親子でわらべうた、ベビーマッサージ、親子でタートル

親子でわらべうた、お誕生日おめでとう！季節の制作、つどいの広場

ボディーケア、Let’sクッキング

９月２日（水）・２３日（水）

２９日（火）１１：００～

【講師】　かなこ　先生

１歳のお誕生日月までＯＫ！

是非体験ください♪

 予約　５組！

おしらせとおねがい

・お誕生会（誰でも参加できます。予約５組です！）
・親子でわらべうた・親子でストレッチ・親子でヨガ
・英語で遊ぼう！・ベビーマッサージ・敬老の日のプレゼント作り
　　　　　（９月１日より随時受け付けています）

☆９月の予約が必要な活動☆

赤ちゃんも大好きなベビーマッサージ☆

【時間】　10：30～　　　　　　　　　　

【講師】　やしき　みか　先生　　　　　　　

【準備】　バスタオル、飲み物（麦茶等）

９月１５日（火）

◎園を利用する際には、必ずマスク着用・

手指消毒をお願い致します。

◎支援センター利用前、来所前に保護者・

お子さんの体温を計測し、３７．５℃以上

の発熱や呼吸器症状（息苦しさ、呼吸困難

等）が見られる場合は利用を控えてくださ

い。

コロナウイルス感染症対策についてのお願い

☆３・８日の　　　　　　　　　  　　は身体測定が出来る日です。
気軽に遊びにきてくださいね♪

☆園庭開放　　　　　　　　の日は、怪我のないようにお子様の見
守りをお願いします。

☆園舎開放　　　　　　　　の日は、お部屋の中でも園庭でも遊べ
る日です。お弁当を持って遊びにきてみませんか？

☆園舎前の駐車場がいっぱいの場合は、園舎の裏にある駐車場をご
利用ください。

☆９月１８日(金)は園の方で保護者参加の行事があり、園舎前の駐車
場が混み合います。ご迷惑をお掛け致します。ご了承下さい。

「自由にあそぼ」

「つどいの広場」

「大きくなったかな？」

【１４日】 tetoteにて　　【１６日】 川内すわこども園SECONDにて

 予約　５組！

☆英語で遊ぼう☆

☆親子でストレッチ☆

（１０：３０～）
１７日（火）１０：３０～

タートル：しゅうま先生　

　

９月１０日（金）11：00～【たま先生の英語で遊ぼう～！】

　園のスタッフ「たま先生」による英語遊びをしたいと思います。

英語の歌を歌ったり、絵本を見たり、パネルを使って、親子で楽し

い英語の時間を過ごしてみませんか？　Let's　Speak English！

予約５組！

☆おはなしかい in SECOND☆

☆ベビーマッサージ☆

水遊び☆

活動紹介

http://www4.synapse.ne.jp/sendaisuwa

