
 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

  

編集発行：信達こども園 事務室 〒590-0522 大阪府泉南市信達牧野 425-1 

 

■徒歩 
 ●JR阪和線「和泉砂川」より徒歩約５分 

南海「樽井」よりバス「和泉砂川駅前」下車約５分 南海「樽井」より約 10分 

■車で  

●阪和自動車道泉南ＩＣ下車約５分  

 

 

ひまわりランド（園庭開放） 

 

 

 

 

【とき】毎月第１火曜日時間 10：00～11：30頃 

【対象】０歳児～就学前の子どもと保護者 

親子での楽しい時間をこども園で過ごしてみませ

んか？予約の必要はありません。子ども園の園庭に

気軽に遊びに来て下さい♪ 
 

その他 

【開設時間】月曜日～金曜日（１０時～１５時） 

【電話相談】月曜日～金曜日（１０時～１５時） 

【来園相談】月曜日～金曜日（１０時～１５時） 

※就学前の子育てについて、健康、食事、遊び等、子育ての悩み・相

談等承ります。 

【その他】サークルさんにスペースを貸し出しております。☆木曜日

10:00～11:00 

【申し込み】予約制です。 

毎月第１火曜日 14時 30分～信達こども園へ電話にて申し込んで下さ

い。 

※予約制になりますのでお電話でご予約下さい。 

 

 

 

 毎月第１火曜日です。ご予約優先となります。 

園の手作りおやつと飲み物をぜひご賞味ください。 

ご参加お待ちしています(*^_^*) 

社会福祉法人 恵由福祉会 幼保連携型認定こども園 信達こども園 

〒590-0522 大阪府泉南市信達牧野 425-1  TEL072-483-4642 FAX072-483-4770 

URL: http://www.shindachi.com/ 
 

体験保育 

 
※予約制毎月限定 2 組までです。 

【対象】0 歳児～就学前の子ども

とその保護者。 

 

園のお友だちと一緒に遊んだり

昼食を食べたり、楽しくこども園

での生活を過ごしてみませんか？ 

 

※日時等の詳細は予約時にてお知

らせします。 

 信達こども園では、毎月第１火曜日に

Café Shindachi を OPEN しています。 

 ・OPEN 10:00 CLOSE 12:00 

 ・ご予約優先 先着６組 
 

※満員の時は次回のご予約を優先的におとり頂けます。

また園庭開放も同時に行っていますので、広い園庭で沢

山遊んで帰ってくださいね！！ 

乳児さんも楽しめる、とっても簡単な手遊びです♪新年度や子どもたちが自分の名前、友だちの名前を認識したり言え

るようになってきた頃にぴったり！みんなで名前を呼び合って楽しみましょう♪ゆっくり歌うことがポイントですよ！ 

マイクを向けるようなしぐさで 
自分の名前を答える 

(難しい場合は一緒に) 

(子ども) 

♪○○です 

拍手をしながら歌う 

(大人) 

♪あら 

素敵な 

おなまえね 

(大人) 

♪あなたの 

おなまえは？ 

（ハ長調♪） 

ドーミレドシドレ レ レ（あーなたのおなま え は） 

レーファミレドレミ ミ ミ（あーなたのおなま え は） 

ソーラソミフファソラ ラ ラ（あーなたのおなま え は） 

ソファミミミド レレレシド～（あらすてきな おなまえね～） 

 

 信達こども園は幼保連携型認定こども園

として、幼稚園と保育所両方の機能を合わ

せ持っています。 

保護者の就労に関係なく、当園の教育保

育を受けることが可能です。 

「心の力、体の力、学ぶ力」を育くむ様々

な教育保育を通して、子どもたちの持ってい

る無限の可能性を引き出し、未来に繋がる

人間形成を目指します！ 

【対象】3～5歳児（平成 24年 4月 2日～平

成 27年 4月 1日生まれ） 

【願書提出書類配布】8 月頃予定していま

す。 

【問い合わせ】信達こども園 

☎072-483-4642  担当 井手畑 

※随時園見学を行っていますのでご

連絡ください。 

 決して失われるものではありません。 

当園では、漢字を導入しています。 
なぜ、幼児期から？と思われるかもしれませ

んが、漢字は目で見る言葉として単に音だけの

ひらがなやカタカナよりもわかりやすく、意味を感

じ取りやすいため、幼児にとって漢字はひらがな

より優しいのです。 

幼い頃から、様々な経験をすること、 

この限られた短い時期に、子どもたちの力を十

分に引き出し、子どもたちの未来への可能性が

広がるよう、私たちは保育していきます！！ 

 

 

 

 

 

社会福祉法人 恵由福祉会 

幼保連携型認定こども園 

信達こども園 

幼児期に培っておきたいもの、それは調

和のとれた人格の土台となる優しい心、自

立心、そして日本の心です。 

と言いますが、幼いころに身につけた習慣は 

 

信達こども園は、 

「立腰」をはじめとする 

躾の教育と体と心を育てる 

ことの大切さを伝えます。 

Café Shindachi 

 

あなたの理想の結婚生活は？ 
 

 1．家族に縛られるのはイヤ！！独身感覚タイプ。 

 2．お互い干渉し合わず、プライベート重視タイプ。 

 3．良き妻、良き夫となり、安定した結婚生活を望むタイプ。 

 4．アットホームでのんびりムードの家庭を築きたいタイプ。 

どうですか？当たっていましたか～？(^O^) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

春風の心地いい季節となりましたね。暖かい風に誘われて

外出の機会も増えますね。家族や友だちとお花見やバーベキ

ューに出かけるのもいいですね(*^_^*) 

さて、新年度が始まった信達こども園では、この 4 月か

ら毎月第１火曜日に Café Shindachi や園庭開放を行ってい

ます！ぜひ遊びに来てくださいね。お待ちしています！ 

【下準備】 

✓ナスはヘタを落とし、縦 4 等分に切る。 

✓ミートボールは袋ごと揉んで指でつぶす。 

✓ピーマンはヘタを切り落とし、種とワタを取って輪切りにする。 

【作り方】 

1．フライパンにオリーブ油を入れて中火にかけ、ナスを並べ焼き色

がついたらひっくり返してピザソースを塗る。 

2．ピザ用チーズ、●をのせてフライパンに蓋をし、ピザ用チーズが

溶けたら器に盛り、完成☆ 

ナスのほかにも、じゃがいもで作ってもおいしいですよ♪ 

春といえば、卒業に入学。 

たくさんの別れもあれば、 

出会いりますよね。新しい場 

所で不安になってしまった時 

は、無理に頑張ろうとせず不 

安であるということを認めて 

しまいましょう！自分のペー 

スでひとつずつゆっくりと 

  乗り越えていきま 

しょう。 

 

緑あふれる貝塚の「清児の里」で、丹精こめ

て育てあげたイチゴ。多くの方にたくさん食べ

ていただきたい…。そんな想いから、イチゴを

食べ放題！！特においしいと定評のある「あき

ひめ」と「まり香」の２種類のイチゴを食べ比

べできます。また、イチゴ以外にも、ドリンク

やケーキ、アイスクリームを始め、様々な無料

サービスもありますよ♪ 

 

大人（中学生以上） 

小学生 

3 歳以上～小学生未満 

1.2 歳 

0 歳 

シルバー（70 歳以上） 

2,100 円/1 時間 

1,600 円/1 時間 

1,300 円/1 時間 

500 円/1 時間 

無料 

1,600 円/1 時間 場所 大阪府貝塚市清児 300 

 ☎  072-486-0015 ご予約はお電話か HP で(*^_^*) 

Q.１歳の子どもが玩具の取り合 

いでお友だちを噛んでしまうこと 

があります。 

どうしたら直りますか？ 
 

A，.自我が芽生え始める時期は、玩具を欲しいと

いう自己主張が出てくる反面、言葉はまだあまり上手

ではないために行動で表してしまうことも少なくあ

りません。また、お友だちに興味を示している証拠で

もあります。この時期の噛みつきは子どもが発達して

いる証であり、言葉が増えてくるとともに噛みつきは

無くなってくることが多いです。対処法としては玩具

の取り合いが始まったら、取ってしまう子には「貸し

てほしいの？」や取られそうな子には「イヤだよね」

などと大人が子どもの気持ちを言葉で代弁しながら

仲立ちとなってあげることが大切です。お友だちを傷

つけてしまった場合は、「これが欲しかったんだね」

と気持ちを共感しながらも傷つけたことに対しては

しっかり叱るのも大事ですよ。 

＜急性中耳炎＞ 
 

のど鼻の風邪症状に伴って、鼻の奥と耳をつなぐ「耳管」という

管を伝わりウイルスや細菌が鼓膜の奥に入ることが原因で起こる

病気です。 

症状としては、痛みが強く発熱を伴います。鼻水が出るたび

に、中耳炎になる子も多いです。中耳炎は、急に腫れて、すごく

ゆっくり治ります。 
 

＜治療について＞ 

①まずは痛みを止める 

耳鼻科を受診しましょう。夜や休みの日に耳を痛がったら、手持

ちの痛み止め（小児用）を使ってみてください。耳の下や、後ろを

冷やすだけでも楽になります。 

②「みみだれ」が出たら、外だけ拭く 

うみが溜まると自然に出ます。耳の周りの「みみだれ」は拭きましょ

う。耳の穴の中は、何もしないで！耳鼻科で吸います。 

③抗生剤を飲む 

腫れが凄く強い場合は抗生剤を処方されます。 

④菌がこれ以上入らないように鼻を吸う 

「鼻が多いな」と感じたら、こまめに鼻を吸いましょう。家で吸い切

れない時は、耳鼻科に行きましょう。鼻の通りをよくしておくと、早く

治ります。 

今回は、ひまわりキッズ幼児教室(予約制)をご紹介！！ 

信達こども園ってどんなところ？と知りたい方、地域の親子との交流の場を

求めている方、こども園への入園を考えている方などなど、ぜひ遊びに来てく

ださい！信達こども園の教育保育内容に基づく幼児教室を開催しています！

皆さんのご参加をお待ちしています☺ 

営業時間は、10時から 15時までの 4部制で、都合の

よい時間帯を予約。 

予約なく来園すると、入園ができない場合があるそう

なので、事前予約をして行ってくださいね♪ 

ホームページからも予約できますよ！予約カレンダ

ーで空いている日もわかりやすく予約しやすいです。 

 1. 子ザル  3. ウサギ 

 2. 山ネコ  4. クマ 

【問題】 

森の中で道に迷っ

ている時、動物たち

に出会いました。道

案内を頼むとした

ら、どの動物に頼み

ますか？ 

10:00～11:00 11:30～12:30 13:00～14:00 14:00～15:30 

(最終入場 14:30) 

毎回、体操の先生が来

てくれて、色々な運動遊

びを楽しみます。最初は

お母さんにピッタリ付いて

いたお友だちも、気が付

けば遊びに夢中です！ 

「百玉算盤」をご存知です

か？視覚的教材を使って、

簡単な数の概念を知らせて

いきます。繰り返し楽しむ中

で、自然と身に付けていくこ

とが狙いです☆ 

 この日の制作遊びで

は、手のひらに絵の具を

付けて感触を楽しんだ

り、手型スタンプをしまし

た。何を作っているのか

な？？？ 

『おひさま あはは』 

作・絵 前川かずお 

出版社 こぐま社 

 声を出して笑うとなんだか元気が出

るのは、大人も子どもも同じ。おひさ

ま、木、小鳥、お花…。 

 ページをめくれば「あははあはは」

という笑顔がいっぱいです。 

『はるのプレゼント』 

作・絵 あべはじめ 

出版社 くもん出版 

 こぐまのフックは、風邪をひいて寝ている父さん

が早く元気になるように、プレゼントをすることに

しました。父さんが心待ちにしている「春」の絵で

す。 

 まだ「春」を見たことがないフックは、森の仲間

たちに聞きながら絵をかくことにしたのですが…。 

『春になったら 

あけてください』 

作・増井邦恵絵/あべまれこ 

出版社・BL 出版 

 お母さんが懸賞であてた賞品が届きまし

た。箱をあけると、中には大きな缶と「春に

なったらあけてください」の紙が。 

 家族はそれぞれ春への思いをめぐらせま

す。缶に入っていたのは…？明るく、ほのぼ

のとしたお話です。 

【材料】 

○ナス 

○ピザ用ソース 

○ピザ用チーズ 

●ミートボール 

●ピーマン・コーン 

○オリーブ油 

2本 

大さじ 4～5 

40～50ｇ 

120ｇ 

適量 

大さじ 3～4 

一人で渡れる 

かな？ 

1,2,3,4,5… 

わぁ！ 

http://www.tanaka-15.com/service/#service1
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