月

広報係

対策を行いました︒

参加する職員の不安を少しでも減らせられるよう次の

に︑来賓の方や講師の方︑事務等を含め︑
名が出席しました︒

所属園が違う職員同士が顔を合わせる機
会を設けることにより︑職員同士の円滑な
コミュニケーションのきっかけとなり︑
﹁安全な保育へと繋げる﹂という思いのもと
開催されました︒そのため一緒のテーブル
内に同じ園が偏らないように︑また隣同士
の席が同じ園にならないように席が配置さ
れました︒

○マスク着用の徹底

○会場入り口に消毒用アルコールを設置し︑手指消毒
を都度アナウンスする
○密閉空間を避けるため入り口扉は閉めない
○送風機を設置し空気を循環させる
による参加とする
Web

要
<約

>

○昼食以降はそれぞれの場所に移動し︑会場の他︑自
宅や園で

★代表理事のお話

新入職員の皆さま︑みらいくに入職ありがとうござ
います︒
新型コロナウイルス感染の収束が見えない中︑大変
不安な社会情勢が続きます！
これから一緒に法人を盛り上げていっていただける
メンバーに出会え︑皆さんにこの場に集まっていただ

つのことについてお話させていただ

けたことを誇りに思います︒
私の挨拶では
きます︒
．入職式をなぜ開催する必要性があるか

．皆さんに実現して欲しい今年の目標について

．本日のプログラムと皆さんにプログラムを通して
何を学んで欲しいか

幸いなことに今回集まって皆さんは仕事の本質を十
分に理解されていると︑私は判断しています︒しかし
﹁仕事の本質とは何か？﹂を更に考えていくための良
い機会にしてください︒
本日の最後には私から﹁皆さんが成長していくべき
﹃道しるべ﹄である﹂法人の育成指南書の説明をさせ
ていただきます︒また法人に対する意見や質問も受け
付けますので時間の許す限り回答をしていきます︒
冒頭の挨拶が長く︑また大変固くなりましたが本日
の入職式が皆さまにとって価値あるものになることを

2

②同じ

社は他の方︑もう

社をあ
﹂ストーリーに沿って研修が
…

ヶ月

各園より
ご挨拶

夜の保育園みらいく

夜の保育園が

開園して１年が

経ちました︒少

しずつですが子

ども数も増え

﹁夜の保育園﹂

新年度スタートにあたり各施設

管理者の先生からメッセージを

みらいく小布施

小布施園

は近隣に畑

も散見する

のどかな佇

まいの住宅

いただきました︒

みらいく高田

例年であれば

地の中にあ

ります︒

新年度が始まり

慣らし保育も順

リ︑トマト︑トウモロコシな

調に進んで GW 園の特徴は︑自園の畑を所
でまた少し戻っ 有していることです︒キュウ

ます︒

どの夏野菜の他︑じゃがいも︑

けるようになってきました︒
響で登園を自粛されているお子さ
今年度も︑お夕飯︑夜散歩︑お んも多くいます︒子どもたちがみ

ど大変ですが︑朝採りのキュ

て …
今年は新型コロナウイルスの影

風呂など︑日常のさりげない時間 んな揃って大賑わいになる日をと
を大切に一人ひとりに寄り添った ても待ち遠しく思います︒

自園の畑で採れたトウモロコ

を地域の皆様にも周知していただ

丁寧な保育を行っていきます︒こ
新型コロナの流行は皆さんの生
れからも地域の皆様との繋がりを 活が一変する出来事になりまし

体験なども実施し︑食育にも

人運営について﹂﹁個

﹁保育について﹂
﹁法

たちの成長を楽しみに一日一日楽

日々になると思いますが︑子ども

これからまだ予測のつかない

中野みらいく保育園

今年度より中

野みらいく保育

園で施設管理者

を務めておりま

す︒

月に開園し

た中野みらいくは︑子どもたち

名が一斉に慣らし保育からの開

始︒最初は不安な表情だった子ど

もたちも︑日がたつごとに慣れて

くれました︒

これから楽しい行事がたくさん

待っています︒新しいことづくし

の中野みらいく保育園ですが︑子

どもたちと一緒に思い出づくりを

しながら︑成長のサインを見逃さ

ず︑きめ細かい保育を心掛けてい

きたいと思います︒

貢献しています︒

みらいく早苗町

います︒

にも力を入れていきたいと思

保育と共にクラス毎での活動

今年度は一人ひとり丁寧な

しています︒

の魅力が増えそうでわくわく

が合わさり︑みらいく早苗町

昔ながらの保育に新しい保育

を任せることができています︒

く︑安心して子ども達のこと

らもしっかりとした職員が多

みらいく早苗町は若いなが

やかになりました︒

ますます賑

が加わり︑

新しい職員

いお友達︑

迎え︑新し

新年度を

シの皮むき体験や秋の芋掘り

ウリやトマトの味は格別です︒

完全無農薬栽培で草取りな

サツマイモなどを栽培してい

大切にし︑大勢の皆様から見守り た︒これを機に手洗い等の基本を
支えていただきながら笑顔いっぱ 改めて身につけ︑収束に向かうの

人的に気になってい

しく過ごしていきたいと思いま

す︒

いの温かな場所作りを目指してい を願いながら︑公衆衛生向上をみ
きたいと思います︒今後ともよろ んなで心掛けていきたいと思いま

しくお願いいたします︒

みらいく保育園

新緑の綺麗な

季節になり︑新

年度が始まって

から１カ月が経

ちました︒

園児や新入職員を迎えて賑やかな

今年度も新入
員が管理職員に対し

新年度を迎えられましたこと︑本

︑新入職
て質問できる場とし

当に感謝です︒子どもたちや職員

の笑顔の中で仕事をさせて頂ける

ること﹂など︑働く

す︒今年度もよろしくお願いいた

ことに幸せを感じています︒

上での疑問点や幅広

します︒
れました︒

い内容の意見が出さ

ました︒

て︑ Web
会議による
意見交換会を開催し

が経った

入職式から

新入職員・管理職意見交換会

た︒色々な発見があり︑人って面白いなと思いました︒

ですが︑意外にみなさんそれぞれ見方が違って驚きまし

は︑自分は大多数と同じ考えの持ち主だと思っていたの

身近に感じられたので︑とてもよかったです︒豆腐研修

が︑ポジティブポストイットを通してみなさんのことを

園に中々行くことがないのでほとんど知らない方でした

研修を受けたのが初めてだったので新鮮でした︒他の

★入職式参加者の声

通し︑仕事に対する姿勢や役割の理解を深めました︒

自分が感じたこと︑他の人の考え方や価値観の共有を

進んでいきました︒

なたが担当しています︒

り子が配置されています︒

には２社の製造した豆腐が設置してあり︑それぞれに売

り子として仕事をすることになりました︒豆腐コーナー

の店長から連絡を受けて急に短期間スーパーで豆腐の売

●豆腐研修・・・ 冒頭﹁あなたは知りあいのスーパー

をやってみました︒

素直にできない﹁相手を褒める﹂﹁ありがとうを言う﹂

一緒のテーブルの人同士をチームとし︑普段なかなか

に書いて︑発表した人の画用紙に貼る︒

ころ・共感したところ・発見したこと﹄をポストイット

テーブルになったメンバーがその方の﹃いいなと思うと

分で発表する︒

年間を振り返り︑タイムラインとリフレク

1

ションシートを使って一人

在までの

●ポジティブポストイット・・・①昨年 月から現

★当日行った研修の紹介

入職式開催にあたり︑新型コロナウイルスについて︑

新聞
日︑みらいくの入職式を

みらいく入職式 開催
年

信州子育てみらいネット

○参加者が会場に集まるのは短時間のみ

令和

発行元：

開催しました︒今年度に新しく入職された

5

方および昨年度途中に入職された方を対象

4

○遠方の講師の先生は Web
による参加
○席の間隔をなるべく広くとる

2

2020 年 6 月
第 四 号

約束して私からの挨拶とさせていただきます︒

10

4

B

1

3
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第 4 号（１）
みらいく新聞
2020 年 6 月

行事紹介
お
* 花見
*

今年は桜の開花が早く、暖かい春を感じられるお花見になりました。

みらいく早苗町
朝の会で﹁今日は
外でお花を見ながら
おやつを食べるよ
〜！﹂と声をかけま
した︒自分たちでお

中野みらいく保育園

みらいく高田

新型コロナウイルスの影響で普段の生活を送ることができな

い今︑少しでも子ども達のストレス発散になり︑春を感じなが

分程の﹁三重公園﹂に行く予定が︑お花

ら楽しい雰囲気の中でおやつを食べ︑お花見を楽しめたらいい

なと企画しました︒

高田園から歩いて

見前日に長野市に緊急事態宣言が発令され︑自粛ムードが漂う

中行事を決行していいものなのかと悩み︑急遽園庭でのお花見

に変更しました︒高田園の園庭からはあけぼの幼稚園さんの桜

がとても綺麗に見えます︒場所なんて関係ない！どこでも楽し

くできる！園庭を三重公園だとイメージしながらお花見をしま

した︒子ども達は花より団子で︑美味しいぱりんことゼリーに

夢中でした︒

前呼びでは子ども達の元気な声が響いていました︒いつもと違

おやつを食べた後は園庭でおはじまりの会をしました︒お名

めて散歩車を使って外に遊びに行きました︒当日は天気

児さんはお散歩が

てら少し回り道を

してみました︒教

習所で車を見たり︑

線路のところで電

★今年度に向けて

歳児クラスのお友達︒想像だけで涙が出ますが︑

ごしていきたいです︒

言って卒園の日を迎えることができるように︑楽しい毎日を過

落ち着かない今を乗り越え﹁色々あったけど楽しかったね﹂と

くを卒園する

の子多めのとてもパワフルで元気なクラスです︒今年度みらい

昨年度のお友達と一緒に

歳児クラスで過ごしています︒男

る〜？﹂との声が☆また機会を作っていきたいなと思います！

食べるよ〜﹂と声をかけると︑子ども達から﹁今日お外で食べ

う雰囲気でのおやつがとても楽しかったようで︑後日﹁おやつ

歳児さんと 歳

だったのですが︑

すぐ近くの神社

向かう先は園の

に恵まれ︑お外に行くのに絶好の日でした︒

月に開園して慣らし保育期間中のお花見でした︒初

20

企画を担当された先生にインタ ビューさせていただきました。

みらいく保育園
意気揚々と出発しま

散歩の準備をして︑
﹁桜の下でおやつを食べて︑いつもとは違う楽しさを味わう﹂﹁桜

子ども達は﹁お花

した︒

分咲きの

をみて春を感じる﹂を意識して計画しました︒当日は園の近くの公
園までお散歩しながら向かいました︒お天気に恵まれ︑

を見ながらおやつを
食べる﹂ことをとて

桜が青空に映えてとても綺麗でした︒
公園に着いて桜の下にシートを敷きおやつを食べました︒咲いて

てきて見せてくれました︒

でいました︒花びらが下に落ちていて︑﹁お花〜！﹂と持っ

おやつの後には︑ゆっくりと思い思いの遊びを楽しん

られたかと思います︒

おやつを食べました︒桜の花とぽかぽか陽気に春を感じ

﹁美味しいね﹂﹁お花が綺麗だね﹂と話しながら楽しく

した︒

座った後も︑おやつが配られるのをきちんと待っていま

へ行くことなく︑今か今かと待っていました︒シートに

ている間︑遊具の方

ブルーシートを敷い

公園に着いて先生が

も楽しみにしていて︑

％﹂﹁お花が笑った﹂を歌いまし

歳児さんが立ち上がり振り付けをしながら歌って盛り上げて

に思います︒

★今年度に向けて
歳児クラスの担任になりました︒

も増えてきています︒新しいことにも挑戦しながら︑色々な経験がで

歳児になって色々できること

泣くことなく︑外に出ることが気分転換になり︑楽しんでいたよう

新年度が始まって慣しの期間ではありましたが︑新入園の子達は

くれました︒

た︒

おやつの後にはみんなで﹁勇気

花を見ながら気持ちよく過ごせたと思います︒

いる下で食べたのと︑割と低い位置で咲いていたのもあって︑桜の

5

きるような活動を考えていきたいです︒私も子どもと一緒に楽しみな

車を見たりして︑

無理のない範囲で

周りを歩いてから

神社に到着しまし

た︒ちょうど直進

が一緒のタイミングでスタートしました︒これから少し

新しくできた園なので︑お子さんや保護者さん︑職員

★今年度に向けて

理なく過ごすことを第一にゆっくりと遊びました︒

集合写真を撮りました︒慣らし保育期間だったので︑無

﹁お花綺麗だね〜﹂とお話しして︑遊具で少し遊んで︑

んなで一緒にお花見をしました︒

ルートで向かっていた 歳児さんと合流できたので︑み
0

ずつ慣れていってもらって︑みんなが安心して過ごせる

2

2

100

4

園になれるよう働きかけていきたいです︒

2

1

2

2
がら取り組みたいです︒

★今年度に向けて
歳児クラスの担任になりました︒スキンシップを大

かなと考えることが楽しいです︒

験ができるよう沢山考えています︒どんなことをしよう

す︒個別の配慮を大切にしつつ︑クラスとして色んな体

切に︑全身から大好きオーラを出して接していきたいで

0

2

第 4 号（2）
みらいく新聞
2020 年 6 月

行事紹介
春
* の遠足
*

年度が始まって１ヶ月経ち、少しずつ保育園での生活に慣れてきました。
新緑の５月には遠足行事を行いました。 企画を担当された先生にインタ
ビューさせていただきました。

みらいく小布施
まず保育室にブルーシートを敷いて全クラス一緒に午前おやつを食べました︒新
型コロナウイルスの影響により戸外でおやつを食べるのは自粛しましたが︑少しで
も気分を味わえるようにと思い保育室にシートを広げることにしました︒おやつの

歳児さ

ル遊びをしたり︑広場を走ったり︑個々の遊

後はみんなで歌を歌い︑福原第二公園へ出発しました︒公園ではシャボン玉やボー
びを自由に楽しみました︒給食では
んはお弁当箱に詰めてもらい︑ブルーシート
を敷いて遠足気分で楽しく食べました︒
子ども達は午前おやつでのブルーシートを
見た瞬間に﹁いつもと違う﹂雰囲気を自然に
歳児さんも

感じ取っていました︒シャボン玉遊びは今年
度では初めてやったのですが︑
歳児さんも夢中に

なっていました︒シャ
ボン玉を追いかけて
触ろうとする一生懸
歳児さんも

命な姿が可愛かった
です︒
近くに来て雰囲気を
楽しんでいました︒

て公園に行きました︒普段お散歩時に木の枝
や石を持って帰りたがるのですが︑手に持っ

歳児クラスでは

月という

て歩くのは危ない …
そこでお散歩バッグを使
うことにしました︒バッグはクラス毎に製作
し︑私が担任の

ことで︑こいのぼりのデザインです︒これか
ら普段のお散歩時でも使っていきます︒

中野みらいく保育園

歳児さん

階のベランダにレジャー

歳児さん一緒に午前おやつを食べました︒安全のため

朝から雨だったので公園に行く計画を変更して︑園の
シートを敷いて

非常階段に繋がる扉から離れた場所にシートを敷き︑扉には鍵をかけ触れないよう
に先生が前に座りました︒
ベランダは高い塀で囲われているので子ども達の目線では周りの景色は見えない
のですが︑その分段々と晴れていく青空がよく見えて︑外の空気にも触れながら気
子ども達は初めてベランダに行きましたが︑普段とは違う雰囲気やパックのお茶

持ち良く過ごせました︒﹁雨で残念だね﹂とならなくてよかったと思います︒
︵普段はコップ︶にとても喜んでいて︑あっという間に食べ終わっていました︒

歳児さん

おやつの途中で青空が出てきたのでお散
歩に行けるようになりました︒

歳児さん

歳児さんは

階

歳児クラスの担任になりました︒月齢差が大きいこともあり︑みんなが同じこと

姿がたくさん見られてよかったです︒

ればという思いがありました︒楽しそうな

気持ちいいね︑楽しいね﹂と感じてもらえ

ての遠足なので﹁お散歩してお外で食べて

子ども達にとって初めての保育園・初め

り︑良い雰囲気だったと思います︒

たり︑普段野菜を食べない子が食べていた

ました︒子ども達は嬉しそうにお弁当箱持っ

のベランダでレジャーシートを敷いて食べ

めてもらい︑

この日の給食は一人ひとりお弁当箱に詰

きなお部屋で自由に過ごしました︒

ところからどの保育室にも入れるので︑好

ども達が大興奮で観察していました︒芝の

その時テントウ虫を発見したのですが︑子

ころで休憩したり涼みながら遊びました︒

園に戻ってきてからは園庭の人口芝のと

の周りの道を楽しくお散歩しました︒

いのぼりは上がっていなかったですが︑園

発しました︒直前まで雨だった影響か︑こ

こいのぼりが飾ってある通りを目指して出

お散歩車にこいのぼりをつけて︑立派な

しました︒

は授乳や午前睡があるのでお散歩から合流

0

をするのは中々難しいのですが︑少しずつクラスとしての活動を楽しめたらいいなと

PICK UP !!

NEWS

☆野菜の苗植え

☆早苗町

行事の他にも様々な活動や取り組みをしています☆

子ども達みんな一生懸命取り組んでいました♪

います♪

﹂にして玄関に掲示
NEWS

ションツールとして活用してもらえればと思

掲示することで︑送迎時の親子のコミュニケー

きっかけに☆そして︑お便り配布よりも早く

取り組みを保護者の方により知ってもらう

写真付きで細かく内容が書けるので︑園の

しています︒

トと共に﹁早苗町

日会︑食育等の園での様子を︑写真やコメン

みらいく早苗町では︑季節の行事やお誕生

（プランターではミニトマト・ピーマン・オクラ）

2

生からたくさん学んでもっと経験やスキルを身に付けていきたいです︒

△小布施園の畑ではきゅうり・トマト（中玉）
・長ナスも

2

育てるのが好きなので︑子ども達と畑を見に行ったり一緒に水やりをしたりして︑

施園はもちろん他園の先生とも研修等で積極的に交流したいです︒

△ミニトマト・ジャガイモ・さつまいも・とうもろこし（園による）

1

★今年度に向けて

2

2

そして今回初めて﹁お散歩バッグ﹂を持っ

1
5

2

0

歳児クラスの担任になりました︒小布施園には大きい畑があり︑私自身野菜を

★今年度に向けて

2

1

2

思います︒保育士の経験はありますが子育てで離れていた時期もあるので︑周りの先

2

収穫だけでなく成長の過程に触れることも大切にしていきたいです︒この他︑小布

1
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夜の保育園みらいく

布マスク製作の取り組み

★主任保育士の先生のお話
新型コロナウイルスの影響で夜の保育園みらいくの園児の登
園が自粛となったため︑保育業務が出来なくなってしまいまし
た︒この時間で何か出来ることはないかと考え︑現在マスクが
中々手に入らない状況から︑布マスクの製作に取り組むことに
しました︒製作したマスクは必要とされている方に配布するこ

インタビュー
※

枚︑

時点︶

月中旬から製作を開始し︑作る枚数は 月中に

とを想定しており︑少しでも地域のお役に立てればという思い
でした︒
枚を目標としています︒︵

教えてください︒

こだわりました︒マスク

ターを挟み込める作りに

ガーゼをあててフィル

●製作の際に意識していること︑心がけていることを

月中に

400 4

つ展開で︑大人用︵男

しくないかなど確かめて︑

品を着用し︑運動して苦

を作りました︒その試作

最初にいくつも試作品

う強い思いがありました︒

うなマスクにしたいとい

当にウイルスを防げるよ

だけのものではなく︑本

をしているというカタチ

△ 内部のフィルターポケット

現在のカタチになりました︒サイズは

材料が中々手に入らなくて調達が大変でしたが︑職員から
の寄付や︑手芸屋さんに相談してご協力いただきました︒そ
れでも足りないので︑売っているカーテンやテーブルクロス
で使える素材のものを使うこともありました︒たくさんの人
にご協力いただき︑色んな思いが詰まったマスクです︒
心がけていることは①作業が三密にならないように︒それ
ぞれの保育室に分かれて作業をしています︒②清潔な環境と素
材︑清潔な手で作るように︒仕上がった時によく点検して︑

――

最後に袋に入れるところまで気を付けています︒

★たくさんの﹃想い﹄を込めて
ミシンで作っている間︑
自分の子ども達のことを
想いながら作っています︒
取り組んでいる職員みん
なが大事な人を想いなが
ら作っています︒その想
いをメッセージカードに
綴り︑マスクと一緒に袋
に入れています︒届いた
方がメッセージを読んで︑
温かい気持ちや優しい気
持ちになってくれたら良

給 食

新入園のお友達も進級したお友達も︑みんなで一緒に食べる空

間や食材に慣れることからスタートしました︒給食の献立づくり

を担当している管理栄養士の先生にお話を伺いました︒

★管理栄養士の先生のお話

みらいくは未満児さんの保育園な

ので︑まずは﹁食に慣れてもらうこ

と﹂そして﹁食を楽しんでもらうこ

と﹂を考えた献立づくりをしていま

す︒旬の野菜や季節の行事食を取り

入れて︑食べることが楽しくなるよ

うな給食を心がけています︒他にも

子ども達に興味を持ってもらえるよ

うな食育を積極的に行っています︒

園では身体測定を毎月行っており︑成長の推移や個別の体重を

考慮して献立のカロリー値を算出しています︒また︑噛む力は体

重と比例していると言われており︑未満児さんはまだ体が小さい

ので︑成長に合わせた食べやすい固さのものを提供するようにし
ています︒

世の中が大変な状況で︑先が見えず暗くなりがちなのです

にもパンや麵の献立を考えます︒色んな食材やメニューをバラン

未満児さんの給食は主食も提供する完全給食なので︑ご飯以外

● 献立づくりの難しい点はありますか？

が︑体調管理にこのマスクが少しでもお役に立てれば︑そし

ス良く︑偏りがないように考えるのが難しいですね︒

いなと思います︒

て同封したメッセージが少しでも明るい元気の種になってく

● ここが楽しい！を教えてください♪

ます︒ジャムおじさんの﹁美味しいパンを作ろう〜♪﹂のような

全部楽しいです！子ども達の﹁美味しい﹂の声を励みにしてい

れればという思いです︒
終わる日がきっと来ると信じて︑みんなで一緒に乗り切り
ましょう！

気持ちで作っています︒そういう気持ちで作ることが大切だと思
います︒

あとは見た目や盛り付けを可愛くすることが好きです︒特に行
ども達が喜んでくれると嬉しいです︒

小さい頃に得た美味しい・

ちまき風おにぎり

レシピを教えていただきました♪

からも頑張ります！

しい時間になれるようにこれ

給食が子ども達にとって楽

気持ちです︒

でもお手伝いできればという

変かと思うので︑給食で少し

色々なメニューを作るのは大

日たくさんの食材を入れた

たいです︒また︑おうちで毎

美味しい・楽しい☆給食にし

見た目や可愛い盛り付けなど︑

付けにしたり︑美味しそうな

す︒できるだけ食べやすい味

への意識に関係すると思いま

楽しい経験が︑これからの食

● メッセージをお願いします♪

★味付け簡単☆

月行事献立

お好みで

瓶︵約

︶

合でもＯＫ☆

調味料をはかる必要なし！なめ茸と塩昆布でばっちり美味しい

ちまき風味付けができます♪もち米でなく米

合

★材料☆

・もち米

・米

・なめ茸

・塩昆布

・グリンピース

・人参

合

写真はこいのぼり献立
︵ ※
・ちまき風おにぎり ・こいのぼり卵焼き︶

3

1

合の場合は目盛通りにする︶

③炊き上がったら塩ゆでしたグリンピースを入れて混ぜる︒

炊く︒

なめ茸︑塩昆布︑人参を入れて軽く混ぜる︒通常モードで

れる︒︵もち米を入れず米

②炊飯器に合わせた米を入れ︑目盛より少し少なめに水を入

①もち米と米を合わせて洗う︒人参は細かく切る︒

★作り方☆

120
g

2

40
g 12 1
g

5
性・女性︶︑小学生くらいの子ども用︑幼児用です︒
最初は一つ作るの
にとても時間がかか

枚を作成しています︒よろしければ周知
ご協力をお願いいたします︒

枚数は現時点で

がいれば無償で郵送させていただきたいと考えています︒

の長野県内職場で﹁マスクが手に入らない﹂という方︵事業所︶

保育・介護関係︑運送通信関係︑食品・生活必需品供給関係

医療関係︑インフラ関係︵公共交通機関︑電気︑ガス︑水道等︶︑ 事食は﹁可愛い！﹂と言ってもらえるように頑張っています︒子

★マスク無償配布の配布先を
探すための周知ご協力について

りました︒そのため︑
作業効率や職員の適
材適所を考えて︑分
業制を取り入れまし
た︒フィルターを縫
う人︑最後の仕上げ
をする人︑布やゴム
部分を裁断する人︑

ご希望の場合は︑夜の保育園 (yoru@chiikihoiku.net
︶まで
お問い合わせフォームからも可
ご連絡ください︒みらいく

5

100

メッセージを書く人︒

△ 春の遠足お弁当

5/2

それぞれ自分が得意

能です︒お気軽にお問い合わせください︒︵ ※
現在残数わずか
となっております︒終了の際はご容赦ください︒ ※時点︶

△ お花見献立

4

な部分で活躍できる

HP

4
△ ひとつひとつ違うメッセージ

ようにしました︒

5/27

3

500
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