
さわやかな季節となりました。

色づき始めた葉をながめながらお散歩したり思いつきり

横浜市補助事業親と子のつどいの広場「ぶ一ぶ=じえすた」

〒225-0002横浜市青葉区美しが丘 1-12-18 第五松美 101

1EL/FAX 045-482-7669
http://毯 iestapalette.blogspot.jp/

広場開催時間
最
「
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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。

7日 (金 )歯科衛生士さたとおしやぺり

歯磨きの仕方を教えて   1000～‖β0

もらいまし よう:歯がまだ生えてない

赤ちやんママも知っていると安心です。

ff日 (ス )英語であとばう

10月は「b1lolveen mαnth  ll:09～
11:20

外国の文化を英語で楽しみましょう。

仮装してきてもいいよ

"    =13日 (木 )ま-31る護E瞳録会
詳細は裏面仁記載   '3100～ 1430

17日 (日 )手仕事の日 1030-1lβ 0

ビニール袋でハロウインの衣装を

作りましょう♪

20日 (木 )おたたじよう会

みんなでお誕■EIを    ■岬Ю～11■ 5

お祝いしましよう♪ 手形足型で

お誕生日力=ドを作ることもできます !

25日 (K)育休ママの会
育体中のママたちへ    IQ・～

113°

先輩ママがアドバイス。楽しくおしやべり

しながら色々聞いてみましょう。  ,

28‐ 日(金 )Baby'イム
日頃のストレスを 1030～ :f:30

おしやべりで発散させましよう。
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まプう駅から徒歩 5分 !

初OQ学ユ1+ゼ す。
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やあむつせた毛ぞきます。

疑軽にお主ち寄りくなさι).

まっ2C)ま す0
体を動かすのも気持ちがいいですよね。

お散歩がてら、ひろばに遊びにきてください。

軽晩凍しくなりますのでヽ澄かくしてお過ごし
~F●
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おたたじょう会
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育休ママの会
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Baby 9イム
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:仮装したり

'し
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ハロウインパレード!?

スタッフと一緒に

たまプラーザ商店街を

お散歩しましょう。

,0日 25日～10日 31日

'日

のカレングー作り

翌13のカレンダーを
作ります。

利用案内

広場利用料  1日利用料 300円 (非会員)

※初□見学無料

会員利用料  登録料 :1,000円 (1家族)

1回券浴■ 200円

1ケ 月券料 :1,000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さ

今日のイベント紹介

電気屋さん

Ц

フ尋三‖ J

・
東急田園都市線「たまプラーザ駅」北□より徒歩 5分
※駐車場はありません。

け彫
ぶ 一ぶ― しえ すた

床屋さんの角を由がって

すぐ左の白いマンシヨン lF

101詈室

東急田園都市線
たまプラーザ駅



131日'(末 〉ま―ぶろ説囃 :13i30～ 14β0

子どもミニデイサービスま一ぶるは子育てを応援します !

通院(看護(就労、冠婚葬祭(リ フレッシュ(や社会参力oなどく

理由は間わず大切なお子さまをお預かりします。ワークライフ

バランスを大切に、子育ても仕事も充実させたい方々を応援します。

◆利用年齢 ……・横浜市内居住者 生後 57日～ 未就学児童

◆開設時間・・―・800～ 1900

◆見学および登録 ……月～金 1345～ /1415～

電話予約の上お越しください。ご都合がわるい方はお申し出ください。

◆単発預かり ……・800～ 19ЮO¥300/H
10:00～ 1230は、入退室できません。

1時Fol単位の預かり、30分料金はありません。

定期預かリコースもあります。

幼児食お弁当も注文可能 (1食―¥:380生活クラブ食材)

単発預かり 15時以降はおやつ (¥50)あり

◆場所 ……・市が尾町 1167-3メ ゾンラフォーレ 105
◆お問い合わせ ……・IEL&fax 0 4 5(975)2309

E― アドレス palette2000@gaea.ocn.ne.jp

◆予約方法 ……・2日前までに電話、メール、FⅨ でお願いします:

毎月 1日 から翌月 1ケ月分の予約が始まります。

予約電話をおかけになる際は、なるべく 900～ 1600時頃にしていただけると助かります。

艤 ミ9月 9ロ ヘチLスメイトされが広場に来てく・れま,したコ 蒔
◎

〇 ・ ・ ・

マ

ヘルスメイトさんから非常時の準備は何が出来るか (非常時とは災害時だけでなく、体調不良で動けない時も含ま

れるそうです。)家族数にあった備蓄量、日常で食べている食材を使つた分だけ補充してtヽ く□一リングストツク法、

短時間での調理法、停電時の冷蔵庫の食材の使用優先順位など、日常の生活での備えについて具体的に教えてい存だ

一時預かりや月極め保亀

市が尾にある

「子どもミニデイサ=ビス

ま一ぶる」の説明会。

登録手続きできますじ

きました。□一リングストツクは食べ慣れた味で

非常時のストレスも少なく、いざという時の消費

期限切れに慌てなくて済みそうです。簡単なレ

シピを参考に家族で作つてみる事も防災の意識

を共有するきつかけになると思います♪

広場は、月曜日から金曜日の

10:00～ 1500オープンしています。

[il][]i][‖[[ 島
使い方は、さまざまです。

イベントもたく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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お好きな飲み物

お飲みくたさい

●:  ●0

ま―′撃るの一時預かりしポー ト

管さん、一時預か1)を 千:1用 したことはあt}ま すか?

i主 しヽてi主いておコえに来てくださしヽなんて

いわれないかな?

いろいろ考えて躊蹄してしまいますよね。

でも子どもたちはとつても強いんですよ。

穀手でいるときとお預かこ)し ているときては

違う獅をみせてくれます。

ママがいないからどうしたら巖禅 求をFEl

いてもらえるか? とか、とうしたらわかつて

もらえるか考えているのたと膚います。

自分でどんどんスタソヽフに声をかけたこ
l、

手を弓|い ておもちやを取つてもらつたこ
|。

このスタツフさんなら今墓べるとか

すごい考えて

`TInし

てし、ますよ。

すごt臓 力たと感′こします。
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12:00～ 1300
テープ/しを出して

ごはん

たべます
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