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いよいよ夏本番.

太陽が眩しくプールや花火、夏ならで1まの遊びが楽しみに

なってきましたね。広場では、打ち水遊びをしています。

お水の感触をいっぱい感じて楽しく遊べたらと思っています。

健康に気を付けて元気にお退ごしください.

横浜市補鋤事業親と子のつどいOFM 「ぶ一ぶ―しえすa
〒2200002横浜市青葉区美しが丘 1-12-18 第五松美 101

‐ /FAX 045-482-7669
http1//siestapalette.blogspot.jp/

今日のイベント紹介
9日 (K)糞誡 ぼう lf:∞～1120

Lガ s hve im in Eh81i由 ♪
英語が苦手でも大文夫 !

ネイティプの先生と音を楽しみましょう

"
22日 (日 )おはなし会 1812併

今月のおはなしは何かな ?
赤ちゃんから大人まで

笑顔になれるおはなし会です。

25日 (末 )おたたじよう会

歌を歌つてお祝いします。
‖:°°~1 lli5

おたんじょうカード七作れます。

26日 (金)bby'イム

は あたとおしやへり す030-1嬌0

夏バテ気味の時のおすすめ料理を

紹介していただきます。

30日 (ス )りつレッシュヨガ
夏の暑さやエアコンの  '030… 1::15

冷気でお疲れの体をスッキリリフレッシュ!

29日 (日 )手仕事の日 Iく薦0-11爵0

かぎ針で小さなカゴを作ってみよう !

プローチ、ストラップ、いるいると

アレンジできますυ

をよプうなから桂歩 5分 1

詢OQ挙魚→です。

経重tや おもつ替え毛できます。

範幅にお主ち守りくなさい。
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dIの日のため

お備み 〔 お魏

15麟 17 18 19
スクツフ会議

広場は
12時～OpEN

お盆備み    〕

22
おはなし会

,3:2CD―

23 24 25
お菫たじょう会

'1:00～
ff:15

26
Babyクイム

薇善士きたと
おしやへり
10130-1,:30

29
ffL事の日
rO:30-11:30

∞
リフレッシュヨガ
10130～ 11115

31

CI雪33189日のカレンブー作り＼
D力しンケーを作乾ます。    /

利用案内

広場利用料  1日利用料300円 (非会員)

※ 初回見学無料

会員利用料  登録料 :1,000円 (1家族)

1回券料 1200円

1ケ月券料 1 lp00円

※ 会員登録は初回登録時のみです。更新の必要はありません。

みなさまからの登録料、利用料は広場を継続、維持していくために

大切に使わせていただきます。

広場開催時間 月躍日～釧囲 1∞0～ 1500
※ ランチタイム 1230～ 総∞

土日 。祝日はお体みです

イベントが無くても広場は通常開催しています。

HERE:
電気屋さん

Ц

東急田園都市線「たまプラー爛 北□より徒歩 5分
※駐車場はありません。

ぶ ―ぶ ― しえ すた

床屋さんの角を曲がって
すぐわ 白いマンションFl

101昌室

東急田園都市線
たまプラーザ駅
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【年 翻

騰ち勿

【お願い】

座れるお子さんならOK

フットサリレハウスの

トイレが使えるよ。

おむつ替えもできる。

水遊び道具が

少しあると

より楽しめます。 バスターミナル

美しが丘保育園 園庭開放

プールに入つて遊びましよう

7月…20日 (水 )・ 21日 (本 )・ 27日 (水 )・ 28日 (木 )

8月…18日 (本 )・ 24日 (水 )・ 25日 (本 )

11:30～ 12:10

プールの中で歩けるお子さん

水着又はプール用オムツ、スイムキヤッフ1タオル、飲み物 (水、麦茶Э

。とびひなどの皮膚疾患、下痢の症状がある場合はご遠慮ください。
Cプール遊びの前は、排泄、お尻洗い、シヤワーをしてください。
・水は塩素消毒をしてあります。
・足元が滑りやすいので、お子様から目を離さないようにお願い致します。

カツパーク鷺沼
午前 7時から午後 5時まで

にだし6月～8月は午後7時まで)

さぎ沼なごみ保育園

● 一一一-9ひろぱtま こんなかんじ0     0

ボットあ
`1ま

す

お好きな獣み納
おま3く ださい

フロンタウンさぎぬま

せせらぎゾーンは浅いので

子どもが溺れるような

危険性はないです。

日は離さないでね。

小さいあずまやが

あるので

荷物はそこに。

芝生が広いので

ミニテントを置けます。

0

夏休み

今年度のぶ一ぶ―しえすたの夏休みは

8月 12日 (金 )～ 8月 16日 (火 )となります。

広場は、月曜日から金曜日の

lα)0-1300ォープンしています。

色々なオモチヤで遊びたい

おしゃべりしたしヽ

地域の情報を知りたいなど

使い方は、さまざまです。

イベントもた<さん企画していきますが

普段の広場にも遊びに来てください。

●
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