2016年（平成28年）

入園してから給食を
嫌がったので、本人
の 好 きな キャラク
ターグッズを選んで
買い足しました。

先生に「園まで連れ
てきてください」と
言われました。
行きに泣き叫んでい
ても、帰るときには
にこにこでした。

10月号

入園してしばらく
は、子どもには園
の楽しい話だけ
をし、あえて心配
しないようにしま
した。

入園前に用意した
ものは、先生に子どもが
使いにくそうと聞いたので、
使いやすそうなものに替え
ました。

「園に入れたいんだけど、最初に何をしたらいいの？」
「先輩ママからプレって聞いたけど何？」
「お友達と仲良くできるかしら？」
そんな保育園・幼稚園への疑問や不安解消の
ヒントになればと思います。

手芸は得意ではな
いけど、ネットで作
り方を調 べて頑
張って作りました。

バス停が1番で誰も
乗ってないのが怖く
て始めは泣きながら
行ってました。添 乗
の先生や違うバス停
のお母さん方に声を
かけていただくこと
で、泣かずに行ける
ようになりました。

事前に入園している子のママに、必要なものを
聞いて手作りするものは先に作っておいたり、バ
ザーで必要なものをゲットしてもらったり、使わ
ないものを譲ってもらったりしました。

H29年度入園希望者につきましてはすでに願書提出が始まって
いますので各園にお問い合わせください。

「お友達と仲良くするん
だよ」と言い聞かせて園
に送りだしています。

懇談会の際には園での様子
を聞くようにしています。

ママと離れるときに大
泣きするので、家でバイ
バイして、パパに送って
もらっていました。パパ
になった段階で結構諦
めて泣き止みました。

ＨＰ、説明会等で気になることは
直接聞いてみよう。

※保育園等の詳細は市役所こども課へ、幼稚園の詳細は
直接各園へお問い合わせください。

恥ずかしがりやで自分
を出していけるかなー
と思っていたけど、親の
いないところでは活発
に遊んだり発言したり
するようです。

園で誰と、何をして遊
んだか子どもに聞くよ
うにしています。

一 時 期そういうこ
ともありましたが、
先生におまかせ！で
乗りきりました。

日進市発行

http://kosodate.city.nisshin.lg.jp/famap/

子どもの情報を得る
ためにも、保護者の
集まりに参加するよ
うにしています。

連絡帳や電話で、細かく子
どもの様子を伝えました。
先生も落ち着くまで 毎日
連絡をくれました。

食が細くて…と心配していた
ら、年中さんあたりから「おか
わりの列に並んでいますよ」と
言われ、心配はやめました。

入園の案内を
もらいましょう。

途中入園だったこ
ともあり、心配だっ
たので、担任の先
生に最初の1週間く
らいは注 意して見
てもらえるようにお
願いしました。

入園が決まったら在園児のママに
話を聞くのもいいですね

プレスクール（プレ）とは

H29年度入園

『来年度以降幼稚園に通う子どもたち』を対象に各幼稚園が
実施している教室です。入園することが決定している園児のみ
が対象だったり、年齢以外の制限がない園があったりなどさま
ざまです。詳しくは各園にお問い合わせください。

H30年度
H29年度

※入園面接がある
園もあります。

H30年度入園希望者向け

（例）
H28年

10月

各園にて配布、各園へ提出

H29年

11月

12月

1月

H30年

2月

3月

4月

以降は随時受付となります。

10/3(月)～

市役所こども課または各保育園・認定こども園
小規模保育事業所にて配布します
※10/8（土）利用申込説明会があります。

5月

6月

7月

8月

9月

Q.年度途中に入園する
場合はどうしたらいいの？

10/27(木)～11/11(金)

等

H30年度入園希望者向け

2月上旬 2月中旬～3月上旬
※入園説明会と同日でない
予定
場合もあります。

A.入園希望日の6ヶ月前から
申し込みできます。

10月

11月

12月

1月

2月

3月

4月

Q.入園はさせたいけれど
どこを選んだらいいの？
A.気になる園を比較検討して
みるのもいいかもしれません

ふぁまっぷは、多様な家族の多様な子育てを応援するため、日進市が発行しています。子育てしながら、親育ち！フレーフレー子育て！編集は、でんでんふぁまっぷスタッフの協力のもとNPO法人ファミリーステーションRinが行なっています。皆さんの投稿、情報、ご意見をおまちしております。

【ペットボトルマラカス】飲み終わったペッドボトルにきれいなビーズを入れたり、子どもと拾ったどんぐりを入れたりすると、マラカスの出来上がり
中(身が出ないようにフタをしっかりとめましょう。どんぐりには虫がいるので気をつけて下さい）

【どんぐりの里（豊田市）】紅葉狩りに茶臼山高原にドライブに行った時に寄ってみて下さい。美味しいパンや温泉、レストラン等あり、ほっこりしますよ。

同じ園のお母さんが
手芸サークルをやっ
ていて、園で必要な
物を売っていたので
あらかじめ買ってお
きました。

10月1日（土曜日）No.114

！
！

2016年（平成28年）

10月1日（土曜日）No.114

～ 子 育 て に が ん ば る み な さ ん を 応 援 し て い ま す ～
『守ってあげたい、子どもたちの歯』

にっしん市民まつり

寺島レディス
クリニック

お父さんお母さんの気持ちを大切にします。

子育て家族のお口の健康も応援します！
お父さんお母さんが治療中は、
保育士が小さなお子さんをお預かりします。(要予約)
安心してお子さんと一緒にご来院ください。

●がん検診、妊婦健診、

インフルエンザ、各種予防接種実施中

内容

日進市産業まつり
日時
にっしん文化祭
健康・福祉フェスティバル
レクリエーションスポーツまつり
図書館まつり
にぎわい交流館まつり

●更年期外来、婦人科外来

受付けています

図書館まつり

火･水･土曜日午後、日曜祝日

にっしん文化祭

TEL 0561-74-0311

場所

日進市役所
周辺 他

アロマサロン

Le Ciel

米野木駅から徒歩 5 分
ベビーマッサージ 教室
ベビースキンケア

心と体が緩む時間

赤ちゃんとの「ふれ愛」タイムを
一緒に楽しみましょう♪

アロマの香りで体をリセットしませんか？
( トリートメント・アロマフェイシャル・マタニティアロマ )

10/17～ 全身マッサージ（全6回）
足型記念品・ティータイム付
日進市

ベビマ

検索

090-6619-2376（赤沼）

「やってみたい！」
「弾いてみたい！」を応援します

などなど、大人から子どもまで楽しめるお祭りです♪
詳しくは、広報にっしん11月号折り込みのパンフレットで！

林和子お菓子教室
子育てにがんばるお父さん・お母さんを
応援しています。

日進市東山 6-2513 090-8865-2201
http://www.hayashikazuko.com

体験 ・リトミック(2歳～)
レッスン ・プレピアノレッスン(3歳～)
受付中！

★0 歳～小学生
( 日進市民会館短期レッスンもあり )

ハッピーチャッピーイングリッシュ

林音楽教室

検索

今月のほっとサポート情報
【10/31（月）10:30～12:00「ほっとサロン ねんね」】
場所：Rinのおうち
対象：6か月以下
定員：15組
【一般申込】10/1(土)10:00～
【メルマガ会員先行申込】9/28(水)13:00～

お申し込みは

登録しませんか？
ほっとサポートメールマガジンは、
妊婦さんと、０～３歳までの子ども
を持つ保護者の方を対象に、原則として毎月３回
８のつく日に配信しています。市内で開催される、
イベントや講座・健診・相談事業などの情報をお届
けしています。

にっしん子育て総合支援センターへ
電話申込可 0561-75-224 4

★詳細は、ほっとサポートメールマガジンでご確認ください。

ＰＣからの登録は

kosodate@ml.city.nisshin.lg.jp

英語苦手なママも楽しい♪

Rinのおうちの
ママ&ベビータッチケア教室は
10/25(火)開催。
日進スポセン、名東区、
星ヶ丘にて親子向け教室開催！

英語ベビーマッサージ

Lala*hug

♡しあわせ こそだて♡で世界を広げましょう♪
10/27( 木 ) 英語ベビマ体験レッスン 1,000 円

ママとベビーの仲良しタッチケアと
コミュニケーション遊びをしましょう！ 北川順子
TEL 090-3554-0117 HP http://hanaoyako.jimdo.com

東郷町

ララハグ

検索

lalahughappy@gmail.com( おおやまあいこ )

音楽は一生の宝物♪
パパ ・ ママからお子さんへプレゼントしませんか？
～理想の音響空間で、楽しく正しく音楽レッスンはじめよう～
リブテックミュージックスクエアでは、 ●鍵盤導入コース（2 年）をはじめませんか？
防音モデルルーム を設置しています。 グループ活動でソルフェージュ力を育てます。
鍵盤だけにとらわれず、演奏するためのリト
防音機能だけではなく、 楽器本来の音
ミック活動も行います。
一生残る音感は、
を引き出す 「音響効果」 を重視 して
いるので確かな音感を育んでいきます。
良い音 良い響きの中で

育ちます

に空メールを送信してください。
【発行】日進市こども福祉部子育て支援課

日進市蟹甲町池下268 TEL 0561-73-1049 FAX 0561-72-4603

にっしん子育てナビ ふぁまっぷ 【編集】NPO法人ファミリーステーションRin ×でんでんふぁまっぷ 日進市岩藤町陸見63 TEL&FAX 0561-74-1080

検索

052-807-7406 林音楽教室（浅田町上ノ山)

TEL:090-3095-2533( ウィークス美香 )

日進市ほっとサポート事業のご紹介 ほっとサポートメールに

・ピアノ
・エレクトーン個人レッスン

TEL ０１２０-４３-１７６６
WEB www.Livtech.jp

ミュージックスクエア TEL
音 楽 教 室
WEB

◆月1,500部発行◆市内公共施設、ご協力いただける民間施設で無料配布しています。NPO法人ファミリーステーションRinが子育て現役世代のママたちにご協力いただき、編集を行なっています。

０１２０-４１-３３９６
www.MUSIC-SQ.com

〒470-0111 日進市米野木町福成 60
米野木交差点角 ・ 駐車場 10 台完備

デザイン・イラスト / 甘人（あまんちゅ）

