
1部　９：００～１０：１５（30分消毒時間）/　2部１０：４５～１２：００ 3部　１：００～２：３０まで。　（30分消毒時間）
1 水 親子の広場（　うさぎ　） センター・園庭開放（　うさぎ　）
2 木 親子の広場（　りす　） センター・園庭開放（　りす　）
3 金 親子の広場（　バンビ　） センター・園庭開放（　バンビ　）
4 土
6 月 親子の広場（　ひよこ0カ月～５ヶ月の親子　）センター・園庭開放（　ひよこ0カ月～５ヶ月の親子　）　

7 火 親子の広場（　ひよこ6カ月～12ヶ月の親子　）センター・園庭開放（　ひよこ6カ月～12ヶ月の親子　）

8 水 親子の広場（　うさぎ　） センター・園庭開放（　うさぎ　）
9 木 親子の広場（　りす　） センター・園庭開放（　りす　）

10 金 親子の広場（　バンビ　） センター・園庭開放（　バンビ　）
11 土
13 月 親子の広場1部妊婦（　2.3部ひよこ0カ月～５ヶ月の親子　） センター・園庭開放（　ひよこ0カ月～５ヶ月の親子　）　

14 火 親子の広場1部妊婦（　2.3部ひよこ6カ月～12ヶ月の親子　） センター・園庭開放（　ひよこ6カ月～12ヶ月の親子　）

15 水 親子の広場（　うさぎ　） センター・園庭開放（　うさぎ　）
16 木 親子の広場（　りす　） センター・園庭開放（　りす　）
17 金 親子の広場（　バンビ　） センター・園庭開放（　バンビ　）
18 土
20 月 親子の広場（　ひよこ0カ月～５ヶ月の親子　）センター・園庭開放　（　全年齢　）
21 火 親子の広場（　ひよこ6カ月～12ヶ月の親子　）センター・園庭開放（　りす　）
22 水 親子の広場（　うさぎ　） センター・園庭開放（　バンビ　）
23 木
24 金
25 土
27 月 親子の広場1部妊婦（　2.3部ひよこ0カ月～５ヶ月の親子　） センター・園庭開放（　ひよこ0カ月～５ヶ月の親子　）　

28 火 親子の広場1部妊婦（　2.3部ひよこ6カ月～12ヶ月の親子　） センター・園庭開放（　ひよこ6カ月～12ヶ月の親子　）

29 水 親子の広場（　うさぎ　） センター・園庭開放（　うさぎ　）
30 木 親子の広場（　りす　） センター・園庭開放（　りす　）
31 金 親子の広場（　バンビ　） センター・園庭開放（　バンビ　）

センターお休み

センターお休み

   妙典保育園地域子育て支援センター　　　     TEL047-398－1631　　　市川市妙典６－２－４５　（２０２０年度）
＊密室、密集、密接を回避する為、完全予約制でセンター利用最大8組まで（兄弟の予約状況により組数の変動あり）

＊午前中２部制

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

センターお休み

祝日の為、お休み

センターお休み

＊センターには駐車場はありません。車の場合はお近くのパーキングをご利用ください。
＊久しぶりの利用や兄弟が利用する際、新規登録更新・受付名簿記入のご協力をお願いします。

予定表

ひとりで悩まないで

いっしょに話しましょう

いっしょに楽しく子育てしましょう

予定
7月

6月から予約制にて開所が再開し、

久々に皆さんに会えて嬉しいです。

3ヶ月ぶりに会うと、お子さんの成長した姿

に驚きます。また初めてセンターに来てくれ

た親子さんとの沢山の出会いもあります♪

センターが開所出来てよかったなと感じてい

ます。（＾▽＾）

これからもよろしくお願いします。

☆七夕に願いをこめて！センターでは7月7日

（火）まで短冊に願い事を書いて笹に飾ります。

七夕の雰囲気を親子で楽しみましょう。

（センターの短冊も後日、園児が燃やしてくれま

す。みんなの願いが天まで届きますように。）

親子の広場/

センター・園庭開放の年齢は？

妊婦…（13.14.27.28日の

1部9：00～10：15の時間）

ひよこ…０歳

うさぎ…１歳～１歳半

りす …１歳半～２歳

バンビ…２歳以上

＜ 感染症予防対策、ご協力のお願い ＞
新型コロナウイルスの流行が心配ですね。センターでも室内・玩具の消毒を行っております

が、小さなお子様の来所が多い場所でもありますので以下のご協力をお願いします。

・来所の前に、自宅にて親子で検温をしていただき発熱、咳、鼻水、嘔吐、下痢等、

他風邪症状等がある場合は利用をお控えください。
＊予約して来所できなくなった場合は、キャンセルの連絡をお願いします。
・市川市が用意した「新型コロナウイル感染拡大防止の為の確認シート」を
入室前に記入していただきます。

・大人の方はマスクの着用をお願いします。
・玄関でのアルコール消毒のご協力をお願いします。
・入室したら手洗いをしていただきます。
・換気の為、窓を開けています。寒い日には薄手の上着などご持参下さい。

・ひよこでの計測は当面の間、中止します。

・土曜日はセンターお休みして火曜日に振り替えをし

ます。

＊当面の間、大事を取り、スマイル・マミー、

音楽サークル、双子ちゃん集まれや、イベントや講座は、

行いません。

・7月の予定について、市川市・保育園の判断で内容

の変更、中止をする場合があります。

＊詳細は裏面を

ご覧ください。

心配なことがあり

ましたら、職員まで

お声かけください。
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 ☆外に行く時は、汚れても良い服装に着替えよう！ 

汚れてもよい服・帽子で外遊び、水着を着る子もいますよ！日焼け止めもぬるといいですね。 

 ☆裸足で遊ぼう！ 
    靴が汚れる心配なし！足の裏からも刺激を受け、 

体がしなやかにそして五感が豊かに育ちますよ～！ 

☆できたらママも汚れても良い服装で！ 
   ママも裸足 OK！子どもの頃に返ったみたいにぜひお子さんと 

一緒に砂、水、泥の感触遊びをしちゃいましょう！ 

 ☆子どもたちはシャワーでスッキリさっぱり！  
   保育園の園庭に温水が出るシャワーがあります。泥んこ遊びの後はシャワーですっきり 

さっぱり！汗も流して着替えて帰ることができますよ！タオルと着替えをお持ち下さいね！ 
（泥はなるべく水道に流さず、タライで落とします。足や体は水道横のシャワーで洗いますよ～） 

 

 ＊6月よりセンター利用は予約制の入れ替え制になってます 
３密を避ける為、人数制限があります。 最大 8組の利用になります。 
           （兄弟の方の人数により、最大利用組数が変わります。） 

利用時間：午前 1部 9：00～10：15 2部 10：45～12：00 
     午後 3部：13：00～14：30（1 部２部 3 部の間 30 分は消毒になります。） 

＊園庭利用は 2部の 11時前後～と、午後に利用できます。 
1部は保育園児が園庭利用している為、園庭に出られません。 

 

 

 

 
 
皆さんに利用してもらう為、月 2回までの予約利用でお願いします。 

＊お子さんが複数いる場合は上の子の年齢対象の日に予約をして下さい。 

下の子の名前、年齢も予約時に伝えて下さい。 

例 7 月 17 日と 31 日の、バンビの日を予約したい場合は、 

7 月 10 日バンビの日、9：00 から予約開始になります。 

＊予約の電話時間帯は平日 9：00～15：00 です。    
＊詳細について又は予約をキャンセルする場合もお電話下さい。  

（＊8月の第 1.2週分は 7月の最終週のお子さんの年齢対象クラスの日より 
予約できます。） 

 

≪ 支援センターのご利用について （感染症、「密閉」「密集」「密接」の 3要素回避対策） ≫ 
＊お家で親子の体温を測っていただき、発熱（37.5以上は利用不可能です）、咳、鼻水、 
嘔吐、下痢等、他風邪の症状がある方や、前日に熱が下がったなど病み上がりの場合も
ご利用をお控え下さい。 
・玄関でのアルコール消毒にご協力をお願いします。 
・入室前に市川市が用意した「新型コロナウイルス感染拡大防止の為の確認シート」に 
 
・大人の方はマスクの着用をお願いします。 
・入室したら、手洗いをして下さい。（ハンカチ、タオル等、持参ください。） 
・室内利用は最大 8組までになります。予約制になります。 

  当日予約に空きがある場合はご案内可能になるので、一度お電話下さい。 
・土曜日はセンターお休みして火曜日に振り替えをします。 
＊当面の間は大事を取り、スマイル・マミー、音楽サークル、 

 双子ちゃん集まれや、イベントや講座は、行いません。 
・換気の為、窓を開けています。寒い日には薄手の上着をご持参ください。 
・何かありましたら、職員までお声かけください。 

 

予約方法： 6 月 22 日の週（第 4 週目）お子さんの年齢対象クラス
の日から 7 月の第 1・2 週分の予約が出来ます。 
7 月の第 2 週目お子さんの年齢対象クラスの日から 

7 月の 3・4・5 週分の予約が可能になります。 
 

 

6 月からセンター予約制にて開所が始まり 1 ヶ月。少しずつ皆さんに周知されてき
ているかな？と感じています。まだ知らない方もいると思うので、お友だちや知り
合いの方にセンター開所が始まり予約制の事等を伝えていただけたら嬉しいです♪ 
これからの時期は暑い日が増えてきます。充分水分補給をして熱中症予防しながら、
天気の良い日は親子で水遊び楽しみませんか？変化する砂・水・泥の感触を楽しみ

ませんか。体を動かして遊んだら、心地よく疲れてよく寝てくれるかしれませんよ。 

 

♪肌着っていいな♪（＾＾） 
暑い時期になると、肌着も着て 2 枚着るのは暑いと思いがちですが 
肌着は子どもにとって大切なもの。 
子どもは汗を沢山かきます。その汗を肌着がしっかり吸収してくれる 
ので、汗で急激に体温が下がるのを防いでくれ、体温調節の手助けをしてくれます。また、
汗をしっかり肌着が吸収してくれることで、あせもなど肌トラブルの予防になりますよ。 

・細目に水分補給しましょう。 

・マスクを着用中は、体温が上昇します。 

屋外では人と充分な距離を確保してマスクを 

外して遊びましょう。 

 

 

・エアコンなど上手に使って室温を適温に保ちましょう。 

・早寝早起きをして生活リズムを整え、栄養バランスの 

取れた食事を心がけて免疫力を高めましょう。 

 

 
☆妊婦さん一緒にお話ししませんか？☆ 

ソーシャルディスタンスを保ちつつ、妊婦さん同士で情報交換や出産の話
しなどしませんか？これから暑くなります。暑い時間になる前に少し 
お話しをしませんか？予約のお電話お持ちしています。（＾ｖ＾） 

日時：7 月 13（月）.14（火）.27（月）.28（火）の 
    1 部 9：00～10：15  

対象：初妊婦さん 
人数：最大 4 名 

 
 

＊2 部の 11 時過ぎからと 3 部の
時間は園庭利用できます。 

   

記入していただきます。 
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