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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♪ 

 

信達こども園から地域の皆様にお届けする情報誌 

 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！！ 

 

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。 

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。 

 

 

 

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 

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/ 

 

★あなたの才能★ 

A 仕事で能力を大きく発揮！エレガントで機能的なワイングラスを選んだあなたは、現実主義であり、

それと同時に華やかさも大切にする人。仕事にはこの両方の要素が必要とされるので、その能力を

仕事で存分に発揮することができるでしょう。 

B 芸術・芸能の才能あり！スタイリッシュで高貴な細長グラスを選んだあなたは、芸術的意識が高く、

美しいものを追求します。あなたの持つ芸術的センスや美意識は、多くの人の心を魅了し、感動を

与えることでしょう。 

C 暮らしを豊かにする才能あり！風情ある、渋い和風陶器を選んだあなたは、堅実的で安定を重視

し、日常生活を楽しむ才能にあふれています。家族、独身を問わず、普段の暮らしに知恵とエッセ

ンスを提供することができるでしょう。 

D 愛情あふれる癒しを与える人！機能的ではないですが、完成された球体を選んだあなたは、 目に

見えない、心のつながりや宇宙とのつながりなどスピリチュアルなことに興味が深いようです。持ち前

の人当たりの良さと、あふれる他者への愛情で人を癒し、元気にするでしょう。 

 

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 

 

幼いころに身につけた習慣は決して失われ

るものではありません。当園では、漢字を導入し

ています。 

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！！ 

 

 

■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  

 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！ 

◇1 歳 6 か月児健診 

5 月 23 日（水） 

H28 年 9 月生まれ 

◇ニコニコうさぎ健診 

5 月 24 日（木） 

H27 年 10 月生まれ 

◇3 歳 6 か月児健診 

5 月 9 日（水） 

H26 年 10 月生まれ 

【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。 

 



 

 

5 月と言えば子ども

たちが大好きなゴー

ルデンウィークがあ

りますね。体調に気を

付けて思いっ切り楽

しんでくださいね‼ 

若葉の緑が目にまぶしい季節になってきました。穏や

かで過ごしやすい季節となり天気の良い日にはどこかに

出かけたくなりますね。海辺のドライブや海や川でのＢＢＱ

なんていかがでしょう？仲間や家族で楽しみたいですね。 

7月 18日（水）に信達こども園でも親子で楽しめる子育

て支援講座「わらべうたベビーマッサージ」を開催致しま

すのでぜひご参加くださいね。お待ちしています！ 

 

わ に の 

か ぞ く 

親子で楽しもう‼ 

対 象：6 ヶ月から就学前のお子様とその

保護者様(泉南市在住の方) 

持ち物：水筒・汗拭きタオル・バスタオル 

料 金：無料 

定 員：10 組程度※予約制です。 

※応募人数が多い場合は先着順となりま

すので、予めご了承下さい。 

信達こども園で一緒に 

わらべうたベビーマッサージしませんか？ 
*日時* 2018 年 7 月 18 日(水) AM10：00～AM11：00 

*場所* 信達こども園 遊戯室 

*予約* 5 月 8 日（火）14 時 30 分よりお電話にて受付開始！ 

 

簡単レシピ 

①さつまいもは皮をむき一口大に切り水にさらす  

②りんごの皮をむきすりおろしておく  

③さつまいもをレンジで２分ほど加熱してから小

鍋に移す  

④③に②のりんごを加え弱火でサツマイモに完全に

火が通るまで煮詰める  

⑤さつまいもに火が通ったらサツマイモをつぶし

てフィリングを作る  

⑥春巻きの皮で兜を折り最後の工程の直前に、袋状

になった部分に 5 を詰めてから蓋をするように

最後の工程に進む  

⑦表面に艶出しの卵黄を塗る  

⑧200℃に予熱したオーブンで焼き色がつくまで

焼いたら完成（我が家のオーブンだと 5 分ほど） 

 

特定非営利活動法人 

わらべうたベビーマッサージ 

 

 

自分へのごほうびと

して、素敵なグラスを

ひとつ買うことにした

あなた。 

４種類のグラスの中

で、あなたはどのタイ

プのグラスを選びます

か？ 

 

A ワイングラス 

B 細長いグラス 

C 和風の陶器 

D 球体のグラス 

永井 知子(ながい さとこ)先生 

 

5 月といえば、大型連

休がありますね。皆さ

んはどうお過ごしの予

定ですか？私は遊園地

に行く予定です♪体を

動かし、リフレッシュ

するのもいいですね。 

Q，2 歳の子どもがおもちゃを片付けま

せん。 

 
A，まだまだ大人が手伝う時期ですが、子ど

もが片付けしようと思えるようにおもち

ゃを出し入れしやすいスペースを作るこ

と。 

① 大きなおもちゃは床置き収納にする。 

② 浅くて中身が外から見える入れ物を用

意する。 

③ 子どもに分かりやすい目印をつける。 

④ 蓋がなく入れるだけの収納にする。 

⑤ 持ち歩いて欲しくないおもちゃは固定

する。 

いろいろな工夫をして、子どもに手を見

せながら一緒に片づけを楽しんでみてはい

かがでしょうか？そして何より 1 つでも出

来たら褒めてあげることが大切です‼ 

 ぎゅうぎゅうぎゅう 

文 おーなり由子 

絵 はた こうしろう 

出版社 講談社 

あかちゃんの小さなおてて、おかあさんの

手でつつみこんで「ぎゅう」。お布団もいっし

ょに「ぎゅう」。おかあさんとあかちゃんのし

あわせな「ぎゅう」が続きます。 

赤ちゃんの感触や匂いまで伝わってくるよ

うで、すでに甘い気持ちでいっぱいになりま

すうよ。あかちゃんへのおもいがぎゅうーっ

とつまった幸せな絵本になっています。 

きょだいなきょだいな 

作 長谷川 摂子 

絵 隆矢 なな 

出版社 福音館書店 

表紙の絵はなんでしょう。きつねが見て

いるのは、なにかの・・・足？ 

「♪あったとさ あったとさ、ひろい の

っぱら どまんなか・・・♪」と、これはき

ょだいなピアノの足です！ 

そしてお話は続いて、「♪あったとさ あ

ったとさ・・・♪」と、きょだいなせっけん、

きょだいなでんわ（昔懐かしの黒電

話！）・・・。 

どうなったかというと・・・？おしまいの

絵には、きっと幸せな気分にさせられちゃ

いますよ。 

なぞなぞのみせ 

作 石津 ちひろ 

絵 なかがわ くみこ 

出版社 偕成社 

子どもたちはなぞなぞが大好き。と

は言え、言葉から答えを導き出すのっ

て、意外と難しい！？そこで「なぞなぞ

絵本」っていうのが大活躍してくれる

んです。だって、子どもたちは絵の中に

隠れているものを探し出すのは大得意

だから！！      

なぞなぞだけでなく、自分なりの楽

しみ方を見つけられる、不思議な味わ

いを持っている一冊なのです。 

0，1 歳児 

2，3 歳児 

4，5 歳児 

材料 （10 個分）  

さつまいも 小 1 本 

りんご   1/4 個 

春巻きの皮 10 枚 

水     適量 

 

見た目ではわかりにくいですが、5 月病は精

神的にも身体的にも症状が表れるものなので、

そのサインを見逃さないようにしたいもので

すね。 

原因としては、、、 
新しい環境に適応できなくて悩んでしまう

こと、完璧主義で「○○しなければいけない」

と常に自分を追い込んでしまうこと、期待が大

きくて現実とのギャップに落ち込んでしこと、

連休中のダラダラ生活を元に戻せないことな

どが上げられます。 

対処法としては、、、 
子どもなりの愚痴や不安を聞いてあげるこ

と、「頑張って」と言ったり何かを無理強いを

しないこと、スキンシップをとること、規則正

しい生活習慣を身につけること、身体を動かす

ことなどが上げられます。 

 


