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雪溶けの水がサラサラと流れ、春を待っていた動物や植物も活動を始める頃となってまいりました。今
年度つぼみ子育てサロンがスタートします！ 1 年前のつぼみは、新型コロナの影響で 4 月にスタートす
ることができませんでした。今年は、春のお山を存分に楽しんでいきたいと思います。つぼみ子育てサロ
ンはおとなも子どもも一緒に楽しむ場所です。自然の中でお子さんと一緒に五感を使い、見て触れて感じ
て楽しんでいきましょう！お山で過ごす四季を通して、すてきな発見がたくさんあるといいですね。

４月の予定
１３日(火) １５日(木)

２０日（火） ２２日(木)

子育て館「野愛」周辺で遊ぼう！

「野愛」周辺春探し

野愛（のあ）周辺で遊びましょう。芽吹きの始まる生き生き
とした春を一緒に楽しみましょう。
春を待ちかねていた植物や虫たち、名残の雪、何に出会え
るでしょう。お山は、天気や気温が行ったり来たりの繰り返
しで暖かくなっていきますので調節のできる服装でお越し
ください。おいしいものにも出会えると良いですね。

野愛周辺のお散歩を楽しみましょう。
幼稚園の敷地を流れる小川の様子や
木々の芽吹きを見ながらお散歩を楽し
みましょう。
集合場所 子育て館 野愛（こどもの森幼
稚園内）

集合場所 子育て館 野愛（こどもの森幼稚園内）
10：00～10：15 健康観察など
10：15～13：30 活動時間
《荒天時》 野愛室内で遊ぶ

10：00～10：15 健康観察など
10：15～13：30 活動時間
《荒天時》 野愛室内で遊ぶ
持ち物 基本の荷物・長靴・帽子・宝物入れ（ある人）
※小雨はお散歩しますので、雨具もご用意ください

4 月 基本の荷物
□お弁当 □午前のおやつ（小さいおにぎ
りか果物） □水筒 □シート □ビニー
ル袋 □着替え ２～３組 □雨具 大雨、
大風など以外は外で活動します。できれば
上下でご準備ください。 □防寒衣類 お
山は市街地と気温差があります。 また、寒
暖の差も大きいです。春でも、寒い日があ
りますので、手袋やネックウォーマー、フリ
ースなど調節できるような物をお持ちくだ
さい。防寒の衣類は親子分です。

持ち物 基本の荷物・長靴・帽子・宝物入
れ（ある人）
※小雨はお散歩しますので、雨具もご用
意ください

【重要】連絡について
つぼみ子育てサロンは、野外活動が中心のため
活動当日に活動場所が変更になることがありま
す。その場合は連絡メールでお知らせいたします。
✽ご入会時に必ずメール PRO へ登録をして下さ
い。活動参加日の９時頃には、メールチェックを忘
れずにお願いいたします。
✽振替や欠席の連絡もできるだけ連絡メールで
お願いします。
✽つぼみ携帯電話は活動中や移動中など、出られ
ない場合があります。つながらない時は幼稚園へ
連絡してください。

明日の体は今日の食べ物が

つぼみスタッフ自己紹介

作ります！

①子ども学年②自身の子育てで大事にしていること③つぼ

乳幼児期は味覚や食習慣を作ってい
く大切な時期です。午前のおやつはお
にぎりや果物をご用意ください。
お弁当もできるだけ手作りでお願いし
ます。菓子パンなどはご遠慮下さい。
ご協力をお願いします。

み子育てサロンで大切にしたいこと

岡ちゃん（岡田美香）・・・①小５②大好き、大事と子
供に毎日伝える

子供が夢中になことは、できるだ

け一緒に楽しむ♪笑っていられるよう無理をし過ぎ
ない！③嬉しいこともイライラもある子育ての日々。
自然の中で、お子さんと一緒に季節を感じて、楽しん
でもらえたら嬉しいです！肩の力をぬいて、ママ達が
笑顔でいられますように♫

すがのん（菅沼信子）・・・①高２、中３、小５②☆生活
リズムと、手作りご飯。☆外あそびと絵本。☆こどもの

※いいづな学園ホームページに、つぼみ子育て
サロンのページもあります。ブログ「つぼみ日
誌」にもお立ち寄りください！
※つぼみさん仲間を募集中！
お山での活動に興味のあるお友だちにつぼ
み子育てサロンを教えてあげてください。

興味あることを、一緒に体験する。(でも、ゲームだけ
は出来ていません

)③☆野あそびの方法や楽しさ

をお伝えする☆子どもの笑顔はママの笑顔から。リラ
ックスして過ごせるように、いろいろなお話をしたい
です

じゅんちゃん（松本順子）・・・①中１②☆無理をしな
い☆自分の姿を見て、子どもは学んでいるという自
覚を持つようにしている。（大人も失敗したり間違え
ることがあること、それもやり直せるということも含
めて）③かつて自分もそうだったように、つぼみ時間
が親子で楽しい時間になるようスタッフ一同頑張り

ます！
どうぞよろしくお願いします。

＜ナニワズ＞

（難波津）ジンチョウゲ科

＜アズマイチゲ＞ キンポウゲ科
山地の明るい林内に生える多年草。花
弁に見えるのは全てがく片で、8～13
枚ある。裏側は薄い紅色を帯びる。キ
クザキイチゲとよく似るが、アズマイ
チゲの葉は 3 小葉に分かれ、葉の先
は丸みがあって、少し垂れ下がってい
るように見える。

特徴的なのは、別

名ナツボウズの由来にもなっているように葉が夏に落葉するこ
と。群生している場所では、あたりに甘い香りを漂わせる。赤い
実は毒があり、かぶれる人もいます。

～お知らせ＆お願い～
■都合で欠席する場合は、別の活動日に振り替えてご参加いただけます。
同じ週の中で振り替えた場合は同じプログラムになります。
プログラムの内容によっては人数の調整することもありますので、事前にメールプロや電話などでご連絡
ください。
■自家用車の車中はチャイルドシートの着用を必ずお願いいたします。
また、行き帰りの駐車場内はお子さんの安全を第一にして、荷物の積み下ろしをお願いいたします。
※降ろすときは荷物が先、子どもが後。乗るときは子どもが先、荷物が後です。
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