
●場　所/めぐみこども図書館・または木育ルーム
●日　時/毎月水曜日
●持ち物/バスタオル・水分（マグor水筒）・母子手帳
●詳　細/
★わらべうた ベビーマッサージ
　10：00～11：00（定員各8組）
　対象/2ヶ月～１０か月頃まで（※あんよ前まで）
★わらべうた 胎教マッサージ
　10：00～11：30（定員各3組）
　対象/中期妊娠・後期の方（初期の方も見学可）
※定員になり次第締切

わらべうたベビーマッサージは、少子化や核家族
化が進む現代だからこそ大切な『触れる・見つめ
る・語りかける』がひとつになったコミュニケー
ションツールです。当園の有資格者が楽しく進
行します。毎回内容も変わるので継続しての参
加もできます。また、お子さんが産まれる前に人
気の『わらべうた胎教マッサージ』で、お腹の赤
ちゃんと向きあう時間から楽しんでみませんか！？

めぐみ木育ひろば

お子さんといっしょに、
めぐみこども園に
遊びにきませんか？

「めぐみこども園ってどんなところ？」

「同じ年ごろのお友達と出会える場所、安心して遊べる場所って？」

「子育ての情報をもっと知りたい！」

「育児の素朴な疑問や悩みを聞いてほしい」

当園では、未就園のお子様とそのご家族を対象に、

子どものあそび場、親子での集いの場、地域の子育て発信の場として

「めぐみ木育ひろば」を定期的に開催しています。

お子様とご一緒に、ご家庭の用途に合わせて

ぜひお越しください。

身近にある自然から四季の移り変わりやいの
ちを感じ、思いっきり遊んで学べる園庭、県産
総ヒノキのデザイン性の高いデッキ。当園自慢
の外遊び空間で、お子さまと一緒にのびのび
遊びませんか？
●日　時／毎月第2・4月曜日の10:00～11:00
●場　所／園庭orウッドデッキ
●対　象／全年齢
●定　員／各日程 13組
●持ち物／着替え・オムツ・おしりふき・
　水分（マグor水筒）
※園児も一緒に遊ぶこともあります
※おもちゃも用意していて、トイレの使用やおむつ交
　換もできます。
※雨天や感染症などの理由で中止の場合は、園から
　のお知らせ、または当サイトの新着情報でご確認く
　ださい。
※0歳児からお気軽にお越しください。
※9・10月は雨天時も木育ルームにて開催

予約制

各ひろばの
日程は

裏面をご確認
ください。

お気軽に
お越しください。

気軽に園庭・デッキで遊ぼう！

園庭開放ひろば
親子のふれあいや、同じ年齢の子ども同士の
交流を目的とした、子育て支援のひろばです。
当園のスタッフは一人ひとりが保育のプロ
フェッショナルであり、“遊びの達人”です。子
育てのこと、遊びのことなど、知識と経験豊富
などスタッフまでお気軽にご相談ください。

●日時／毎月水曜日の10:00～11:00
●場所／木育ルーム（気候が良い時期はウッドデッ
　　　　キに変更の場合もあり）
●対象／お子様とそのご家族
●定員／各日程 12組
※毎月当園看護師が身体測定・子育て相談を開催し
　ております。
●持ち物／着替え・オムツ・おしりふき・
　水分（マグor水筒）
※定員になり次第締切
※月ごとに年齢をわけていますが、どの月も未就園
　の兄弟のお子様の参加は可能

●日　時/毎月水曜日の10:00～11:00
●場　所/ホール・または木育ルーム
●対　象/全年齢
●定　員/各12組
●持ち物/着替え・オムツ・おしりふき・
　　　　 水分（マグor水筒）
※定員になり次第締切

気軽に園の特徴を体験！

めぐみ体験ひろば
10年後、20年後の未来をたくましく生きる力を
育みたい。通常保育だけでなく、外部講師を招
き、いろんな原体験ができるバラエティに富ん
だ活動「めぐみ未来LABO」。その一部を体験
できます。リトミック・運動遊び・ミュージックケ
ア・人形劇など親子で「楽しく」ご参加ください。

外部講師と一緒に体験！

めぐみ未来LABO体験ひろば
産前・産後も気軽に参加♪

わらべうたベビーマッサージ
わらべうた胎教マッサージ

そ
ん な マ マ た ち へ

説明会＆見学会
当園の方針や入園に関しての説明会です。職員の説明をもとに、実際に園内を見学（約20分）していただきます。
ぜひ、お子さんも一緒に遊びにきてください。
●日　時／9:30～11:00　●対　象／未就園のお子様とそのご家族　●定　員／各日程 13組

〒918-8047 福井市久喜津町34-1

Tel.0776-36-5057 http://www.megumihoiku.jp

めぐみこども園 検索めぐみこども園の最新情報をチェック！

めぐみこども園 HP LINE公式
アカウント



めぐみ木育ひろば  2023開催日程

0776-36-5057

※雨天で中止のお知らせは園ホームページでご確認ください
① ② ③④⑤は月ごとに予約を受け付けます。予約受付開始は毎月、前月の15日からとなります。
受付方法は電話又はホームページで行ってください。
予約のキャンセルは電話で連絡をお願いします。
随時個別見学も受け付けています。オンライン見学も可能ですのでお気軽にご連絡ください。

受付時間 9：00～15：00 （土曜受付なし） 
ご希望の内容をお伝えください

めぐみこども園ホームページにて
※HPか下記のQRコードより予約ください。

電話予約

ネット予約

●予約受付方法について 

●日程をご確認の上、予約をしてください。

①【全年齢】
園庭開放ひろば

10：00～11：00（定員各13組）

②【全年齢】
めぐみ未来LABO体験ひろば
10：00～11：00（定員各12組）

③
めぐみ体験ひろば

10：00～11：00（定員各12組）

⑤
説明会＆見学会
（定員各13組）

④わらべうた ベビーマッサージ
ベビー＆キッズマッサージ

10：00～11：00（定員各8組）
わらべうた 胎教マッサージ

10：00～11：30（定員各3組）

●12（水）10：00～11：30 
わらべうた胎教マッサージ

●10（水） 
わらべうたベビーマッサージ
足・足指・足裏・お腹・胸・腕 中心

●14（水） 
わらべうたベビーマッサージ
手指・手のひら・背中・顔・耳・頭 中心

●12（水） 
わらべうたベビーマッサージ
足・足指・足裏・お腹・胸・腕 中心

●  2（土） 第1回
●30（土） 第2回 

●24（水）【全年齢対象】
おうちであそべる
ふれあいあそび①

●21（水）【1歳～対象】 
わくわく！
つくってあそぼう

●15（水）【1歳～対象】 
親子でクッキング体験
＆食育

●26（水）【全年齢対象】 
テラスで水遊びを
楽しもう！

●13（水）【全年齢対象】 
親子でフェスティバル
運動会ごっこあそび

●25（水）【全年齢対象】 
おうちであそべる
ふれあいあそび②

●23（水）【全年齢対象】 
めぐみこども園を探検しよう!!
～クラス参加～

●8（月） ●22（月）
ひのきのウッドデッキ
テラスで遊ぼう

●12（月） ●26（月）
ひのきのウッドデッキ
テラスで遊ぼう♪

●11（月） 園庭 
●25（月） デッキ

●16（月） 
新園庭＆アトリエ
で遊ぼう♪

●6（月） 
ひのきのウッドデッキ
テラスで遊ぼう♪

4月

５月
予約開始（４月１５日～）

6月
予約開始（5月１５日～）

7月
予約開始（6月１５日～）

8月
予約開始（7月１５日～）

9月
予約開始（8月１５日～）

10月
予約開始（9月１５日～）

11月
予約開始（10月１５日～）

12月
予約開始（11月１５日～）

1月
予約開始（12月１５日～）

●19（水）
 ママといっしょに遊ぼう♪
～絵本と手遊び歌～

●17（水）
ミュージックケア

● 7（水）
人形劇がくるよ♪
（おはなしぷくぷく）

● 11（水）
人形劇がくるよ♪
（おはなしぷくぷく）

●5（水）
ママといっしょに遊ぼう♪
～絵本と手遊び歌～

●9（水）
親子リトミックあそび

●20（水）
ミュージックケア

●17（水）
ミュージックケア

●1（水）
親子ダンス体験

●20（水）
親子リトミックあそび

ご予約は
こちらから〒918-8047 福井市久喜津町34-1 Tel.0776-36-5057

http://www.megumihoiku.jp
めぐみこども園 検索めぐみこども園の最新情報をチェック！

①②③④は、前月の15日より予約受付開始いたします！

説明会＆見学会は、
お楽しみを

ご用意していますので、
お子さんも一緒に
お越しください。

毎月、当園看護師が
身体測定・子育て相談
も行っています。
10:30～

毎月、内容も
変わります♪

暑い日、雨の日は
木育ルームに変更

※9・10月は
雨天時でも遊べます！！

わらべうた胎教マッサージ
★出産入院準備って、「モノ」の準備だけでいいのかな・・・
★お腹の赤ちゃんと向きあう時間を楽しみましょう
★当園0歳児保育室（ひよこ組）のご見学ができます（園の見学も可）
★産後2ヶ月から始められる「わらべうたベビーマッサージ」もご紹介
★持ち物（母子手帳・大判タオル1枚・水分）

わらべうたベビーマッサージ
★持ち物（バスタオル1枚・水分）
★わらべうたベビーマッサージの他には、季節のわらべうたや絵本
　の読み聞かせ、製作あそびなど親子で一緒にふれあい遊びを楽し
　みましょう

対象：胎教に興味のある中期妊娠
・後期の方（初期の方：見学可）

●13（水）10：00～11：30 
わらべうた胎教マッサージ
対象：胎教に興味のある中期妊娠
・後期の方（初期の方：見学可）

【対象：10か月頃まで】

【対象：10か月頃まで】

【対象：10か月頃まで】

【対象：10か月頃まで】

【対象：10か月頃まで】

【対象：10か月頃まで】

●8（水） 
みんな大きくなったね
ベビー＆キッズマッサージ

【対象：1歳3カ月頃まで】

●2（水） 
わらべうたベビーマッサージ
手指・手のひら・背中・顔・耳・頭 中心

●4（水） 
わらべうたベビーマッサージ
手指・手のひら・背中・顔・耳・頭 中心

●6（水） 
わらべうたベビーマッサージ
足・足指・足裏・お腹・胸・腕 中心


