
★カー・ドコ・システム（えんネット）★
携帯電話環境をお持ちの方にカー・ドコシステム（園ネット）に登録して頂き、園からの

緊急連絡メールにてより速く、正確に保護者の皆様へお知らせしております。

このシステムは、バスの運行状況を保護者の方々が携帯電話や

パソコンでリアルタイムに見て頂けます。

バスの位置を確認し送迎のバス停に向かうことが出来ますので、

雨の日や雪の日等でも出来るだけお友達や保護者の方のバス停での

待ち時間を短くし、安全性と利便性を向上させたシステムです。

★地震対策★

1、園内について
①園舎は震度７以上に耐えうる設計です。
②備品―各組にウォーターサーバーまたは冷蔵庫、懐中電灯、軍手など緊急用具、水、おやつ、おむつ
トイレットペーパー等を備蓄、幼稚園専用の発電機も設置しています。
玄海ゆりの樹幼稚園にはお米、穀物類の野菜を備蓄しています。

③電話機能―職員が常備持っている園携帯に園内、園庭、外部に響き、緊急状態を知らせる
マイク機能を搭載しています。

④照明―地震の揺れで、電球が落ちてもすべて割れないLEDです。
⑤トイレー大人用トイレも園児達が使用できるように、大人の便座の上における園児用便座を
準備しています。

⑥耐震ラッチー園内の開き扉には、揺れが来たときに自動で閉まる性能を設置しています。
⑦行事―園児の成長を促す為と、保護者の方に年齢別や同学年の成長の違いを感じて頂くことでより
感動を深めてほしいという願いから、全ての行事を部に分けています。
少ない人数での開催になる為、緊急時に避難がしやすいこと、他の部の先生が多くいるため、誘導に
十分な人員があります。保護者の方の行事の手伝いも少ないです。

2、園バスについて
①エコバスです。防災バスマップを作成し、ホームページにアップしています。
②バスにカードコシステム（保護者がいつでも運行状況を把握できる）、救急用品、水、コップ、飴、
毛布、懐中電灯、おむつ、トイレットペーパーなどを置いています。

③バスに家電が使用できるインバーターを積んでいます。
④GPS機能をつけているのでいつでも位置情報が確認できます。

★ゆりの樹幼稚園は、いつも人にとって大切な健康と地球や自然環境について考えています★

★防犯システム★
ゆりの樹幼稚園では、出入り口全てとグランドに防犯カメラ、毎月暗証番号が変わる電気施錠、

２４時間のファーストセキュリティ、各学年ブースの出入り口、ならびに全ての玄関には、

内・外かぎ を両方共に備えております。又、先生の部屋には、ファーストに直結する防犯ブザーを２台設置、

各担任も職員同士の連絡がすぐにとりあえる様コミュニケーションを円滑にする為の携帯電話を一人一台ずつ

常備致し、子ども達の命を守る為出来る限りの防犯システムを取り入れております。

髙杉学園は、平成１４年度・１５年度文部科学省 学校安全推進事業モデル園に選定されています。



★低公害車『ＥＣＯバス』★
世界にたったひとつの子ども達の絵が笑顔で出迎えます～

子ども達の心と体を考えた教育という方針に基づいて、地球の環境と子ども達の健康の為に

新しいバスは黒煙がでないエンジン音も静かな、クリーンリーゼル車『ＥＣＯバス』です。

また、バスにもプラズマクラスターイオンを塔載しております。

★ＥＣＯＰガラスコーティング★
キラキラタワーなどのお部屋の窓をコーティングしている

ガラスコート剤です。ECOPガラスコーティングはガラスに

塗るだけで赤外線や有害な紫外線を効果的にカットしながら、

可視光線を充分に通す高機能ガラスコート剤です。

昨今世界的に問題になっている紫外線の害、その紫外線を

９９％カットし、家具やカーテン等の日焼けを防止すると

ともに、シミ・ソバカス、また恐ろしい皮膚ガンの元と

言われている紫外線を効果的にカットします。

赤外線も９２％カットしますので、夏場の冷房負荷を

軽減します。

しかも、可視光線遮断率は７％以下と極めてクリアで、

部屋の明るさ、視界を損なわないようになっています。

また、音を遮断し、暑さ、寒さから守れるように

ガラスは全てペアガラス構造、安全の為に飛散防止フィルム

が張ってあります。

●吉塚方面 妙見、吉塚１丁目～８丁目、豊町、

榎田、東光、東比恵、堅粕

●千代方面 千代１丁目～５丁目、東公園

●馬出方面 馬出１丁目～６丁目、巴町、

箱崎１丁目～６丁目

●二又瀬方面 二又瀬、二又瀬新町、筥松、社領、

郷口町、松田、原田、松島

●志免方面 御手洗、別府、青木、東平尾、空港前

●粕屋方面 阿恵、柚須、仲原、乙仲原、長者原、

大川、駕丁町公園、花ヶ浦

●照葉方面 照葉、香椎浜、香椎、千早、名島、

貝塚、筥松、箱崎

※詳しくは園までお尋ね下さい。

★加湿器と除湿器・エアータオル★
マイクロコ・ジェネレーションシステムの効用と共に一年中を通して、空気が乾燥する時には加
湿、湿気が多い時には除湿をしてくれる機械を各部屋に設置してあります。
また、風邪やインフルエンザの対策として衛生面に配慮し各トイレにはエアータオルも設置して
おります。

通園バスの範囲



★ＡＥＤ（自動体外式除細動器）★
平成２１年度より、園児のための子ども専用のAEDを設置することにしました。

人はいつ、どこで、突然の心停止(心臓突然死)が起きるとも限りません。小中学校などの

部活中や行事などで心停止の悲しいニュースも最近耳にすることも多くなってきました。

そんな突然の心停止(心臓突然死)に、小さな子ども達がいる現場でも対応できるように、子ども

用の AE D が開発されましたので、ゆりの樹幼稚園ではいち早く設置することにしました。

１階 、２階それぞれに設置して、園内、園外保育にも対応しています。

職員全員、 AED講習や救急救命法、心臓マッサージも受講しています。

子ども達の安全の為には、これで良いということはありませんが、これからもできうる限りの

ことに取り組んでいきたいと考えております。職員室横に設置しています。

来園の際にご確認頂いて下さると嬉しいです。

ＡＥＤ（自動体外除細動器）とは…

突然の心肺停止（心臓突然死）から命を救う為の装置です。

痙攣を起こした心臓に電気ショックを与え、正常な状態に戻します。

操作は音声ガイダンスにより指示され、電気ショックが

必要かどうかもＡＥＤが判断します。

高度な専門知識を必要とせず、安心して簡単に操作する

ことが出来る装置です。

小児（1歳～８歳または体重２５キログラム未満）の場合、

小児キーや小児用電極パッドを用います。

小児用キーや小児用電極パッドを用いることによって、

エネルギーを成人の3分の１に減衰したり、音声ガイダン

スが小児用に変わる等小児に適したモードに変換されます。

小児への対応

★ＩＰ無線機★
災害の時は、携帯、スマホ、パソコンも使えない恐れが
あります。ゆりの樹幼稚園では災害時などでも子どもたちの
更なる安全を守るため、スムーズな情報共有ができる
よう最新の「IP無線機」を導入しました。

・電波が入る場所なら日本全国どこにいても通話ができます。

・ワンタッチで同時通話可能

吉塚・玄海・地島ゆりの樹幼稚園3園同時通話できます。

髙杉学園全体で11台備えています。

・緊急災害情報配信

緊急地震速報、津波情報、気象警報・注意報

土砂災害警戒情報、河川洪水予報等が届きます。

・非常時の通信手段として

災害時もグループ通話や個別通話が可能です。

災害時でも通話可能のため、もしもの場合は玄海ゆりの樹幼稚園を経由して
保護者の方へ連絡可能となります。吉塚の情報は玄海ゆりの樹幼稚園でバック
アップされていますので、迅速な対応手段となります。



★モスキートマグネット・蚊取り機★
園外と園舎内に設置している環境にやさしい大型蚊取り機です。

「モスキートマグネット」は、バイオテクノロジーを利用した、炭酸ガスと特殊な誘因剤により、吸血性の

虫を誘い込み、ネットへの捕獲・乾燥死させる装置です。

蚊やブヨといった吸血性の虫が、動物から排出される炭酸ガスを追う習性を利用した新しい屋外専用蚊取

り装置で米国では、１９９９年以来公共施設や各家庭に広まっています。

「モスキートマグネット」の特徴は、半径２５～３５ｍ以内の広範囲に発生する

蚊を捕獲し、蚊に刺されることがほとんどない快適な環境を提供します。

低騒音であり、殺虫剤を使用しないため子どもやペットに優しく、

そして、吸血性の虫を対象とする為、その他の

昆虫や環境にも配慮しています。

★高濃度プラズマクラスター技術塔『プラズマクラスターイオン発生機』

業務用プラズマクラスターイオン発生機はプラス、マイナスのイオンを同時に発生
させ、浮遊するウィルス、カビ菌を除去する仕組みです。従来のフィルター方式や
加湿機能とは全く違う方式で広範囲に作用するものです。特に教室などの広い場所、
天井が高い場所においても有効にイオンを放出することができます。

■プラズマクラスターイオンのメカニズム

自然界にあるのと同じ＋(プラス)と－(マイナス)のイオンをプラズマ放電により作り
出し放出。
浮遊するカビ菌やウィルスを空中で分解・除去するシャープ独自の空中除菌技術が
「プラズマクラスター」技術です。
自然界にあるのと同じ＋と－のイオンを放出。
カビ菌やウィルスの表面に付着した時のみ非常に酸化力の強いＯＨラジカルに
変化し、瞬時に表面のタンパク質から水素(Ｈ)を抜き取りタンパク質を分解。

遠くまで高濃度プラズマクラスターイオンを届けて、人が活動する広い範囲を
除去・浄化できます。最上段のルーバーから吹き出す風で空気の層を作って
イオンを押さえ込み、遠くまで高濃度プラズマクラスターイオンが届きます。

バスにもプラズマクラスターを塔載しております。



ゆりの樹幼稚園の電気使用・節電について
ゆりの樹幼稚園の園舎は、地球と人に
やさしいエコの園舎です。
ホームページにもアップしておりますように、
節電計画を立て、取り組んでおりますが、
それでも、ピーク時にはかなりの電力が
消費されています。
そこで、今回、下記の装置を設置致しました。
全園舎の電力使用量が一目でわかる機器です。
３０分ごとに使用量がカウントされ、使いす
ぎると、音と目で見てわかる色で教えてくれ
ます。
「目で見て、耳で聞いて、心で感じて、
体で表現しよう」は園児への「愛言葉」です。
それが電力でもできるようになる訳です。
黄色になったら電気を消そう。
園児達も気づける新エコシステムの導入です。
職員室前に設置していますのでぜひご覧
くださいね。

日本では、初めての試み、ゆりの樹幼稚園にウオーターサーバー設置 !！！
各クラスに１台ずつ・・・・・・・・おいしい水のウオーターサーバを設置致しました。

その願いは園児たちの健康です。ゆりの樹幼稚園では教育だけではなく、「園児たちに安全なお
米と新鮮な野菜そして心安らかになる花の栽培」を通して、心と体の健康も考えてきました。
人間の体は水でできているとも言われています。これからは園児たちに安心で新鮮なおいしい
水で、さらに安全を促進し、健康教育に取り組んでまいります。自分でお茶の量を加減して、
いつでも飲むことができるということも大切ですので、これまで通り水筒は持参してくださいね。

ﾀﾞｽｷﾝｳｫｰﾀｰｻｰﾊﾞｰについてご紹介します！



日本は「地震大国」と言われています。すべての園舎の窓ガラスをペアガラス（二重構造）にすること、
飛散防止フィルムを張ることを実施しました。

そして、ずっと、安全に関して懸念してきたこと、それは唯一残った園内のガラス、照明用の蛍光管
でした。ゆりの樹はいつも、すべての人にとって『安心・安全・感動」の場でありたいと願っています。

目に見えること…それはただ、ＬＥＤライトに変えただけのこと
・・・けれどもそこには、こんな思いがあるのです。

感動の根底には、いつも「安心・安全」があると考えています。
どんなにいい保育をしても、そこに「安心・安全」がなくては感動はゼロになってしまう

・・・だからこそ環境を整えることに心を尽くしたいと考えています。

エコな環境の園舎
プラズマクラスターに加え
更にきれいな空気の中で

安心して
遊ぼうね♪

幼稚園全体をきれいな空気にしてくれる
素敵な空間清浄機です。
子ども達が過ごす空間を衛生管理し、
環境を整え、より快適に過ごせるように各組1台
各ホール・子育てラウンジ・先生の部屋などに
計３０台（吉塚・玄海）設置しました。

ほ乳瓶や食材の洗浄・消毒、食品添加物の保存
料などで広く活用される電解水。空気清浄機
「ジアイーノ」は食塩水を電気分解することに
より生成される電解水（次亜塩素酸）の働きで
ウイルスを９９％以上抑制。また気になるニオ
イもスピーディーな脱臭を実現。
病院・幼稚園・介護施設など衛生管理が求めら
れる様々な空間に対応します。



薬用泡ハンドソープ泡手指消毒剤

～～玄関に消毒液を、保護者用トイレに
薬用せっけんを設置しました！～～

園内に入る際の手指を消毒としてご使用ください。なお、お子様が使用
される場合は必ず保護者の方がついて頂きますようお願い致します。

左記のようなシールをバスの

窓に貼っています。

バスの消毒について
（3か月に1度、クレベリンカートリッジによる長期除菌を実施）
コロナウイルスが懸念され始め、自主登園が始まった3月、6月に既に
実施済みです。

今後も、毎日の、拭き上げ、消毒はもちろんのこと園バスは3か月に1度、
クレベリン発生機に装着したクレベリンカートリッジから出る二酸化塩素を
高濃度で車室内に、拡散することで、シートや天井などの内装材を除菌・消臭
します。



●光触媒・・・
太陽や蛍光灯の光が当たると、
その表面で強力な酸化力が生まれ、
接触してくる有機化合物や
細菌などの有害物質を
除去することが
できる環境浄化材料

さらに安心・安全な環境になりました☆

QAISair（光触媒・脱臭システム）を導入しました☆
マザーウォーター、プラズマクラスター、空気清浄機ジアイーノ、バズのクレベリンの導入に
引き続き、園児たちの安心・安全の為に、導入した新しいシステムです。
イオン・オゾンを発生させずに光触媒によって除菌・脱臭を行う機械「QAISair（クワイスエアー）」を
幼稚園に導入しました！！体に害がない、園児に優しい除菌・脱臭システムです。
２歳児・年少に各部屋、年中・年長のトイレに設置しています☆

次亜塩素酸水生成装置を設置しています★

●次亜塩素酸水について●
次亜塩素酸水は光に当たることで、比較的早く分解しますが、ゆりの樹幼稚園がこれまで

インフルエンザを懸念して園に常設している、パナソニックやホシザキなどの大手メーカー製の
次亜塩素酸水生成装置で作られたものは、水道水と食塩を電気分解したもので、安全な濃度が
保たれています。
一方、アルコールは保存性は良いのですが引火性があり、万が一の爆発の危険があります。

またアルコールアレルギーが出る可能性があります。安全の為に、拭き掃除の為のアルコール入りの
ウエットティッシュ以外はアルコール入りのものは使用致しません。次亜塩素酸ナトリウム
（次亜塩素酸水と次亜塩素酸ナトリウムは別物です）は希釈して使うため、希釈濃度を誤ると
危険であり、原液の取扱い（保管方法など）を誤ると事故の元です。ゆりの樹幼稚園では、
生成したての次亜塩素酸水をふんだんに使用することができます。一日使った次亜塩素酸水は、
当日廃棄して毎日ボトルに入れかえて使用します。

効果と効率性を兼ね備えた新しい衛生管理
食の現場で日々、欠かすことができない衛生管理。
洗浄や除菌などの効果はもちろん、手軽さや扱いやすさなどの
効率性も大事なポイントです。電解水なら水道水を使う感覚で、
より確実な衛生管理を実現。毎日、安心して食やサービスをお届けいただける
ようホシザキの電解水生成装置が皆さまのお手伝いをします。
ホシザキの電解水ラインナップは厚生労働省の次亜塩素酸水（電解水）の
全成分規格に対応しています。



先生・保護者が
衣装等を縫うことはありません。

★看護師の先生・養護教諭の先生・被服の先生が常勤しています★
平成２７年１月より、ゆりの樹幼稚園では更なる安心、安全な人的環境の為に、看護師・養護教諭に
常勤して頂くことに致しました。下記のようにご紹介致します。園児がいる時間はもちろん、お預かりの
時間、夏、春、秋、冬休みキッズの時間帯にも 勤務して園にいて頂きます。もちろん、今まで通り
必要に応じて病院に連れていくことは、これまで通りですが、園児の安全確保のみならず健康管理、
保健衛生面、アレルギー対応など園全体の安全面が向上し、健康で、安全、安心な教育を、
これまで以上に育んでいくことができます。
更に保護者の方、職員にも、安心して、園児達をお預けして頂ける人的環境になりました。

養護教諭の先生 看護師の先生

★ICカード・「えんとつ」システムで
登降園を管理しています★

子ども達の安心・安全の更なる確保の為、令和2年度よりICカードを
導入、令和４年度より「えんとつ」システムを導入しています。ICカードとえんとつが
連携しており、登降園状況をいつでも把握することができます。

通園かばんにICカードを付け、子ども達が
自分でカードをスキャン出来る様になります。
お友達の楽しみの１つです☆

子ども達の登降園情報の登録・確認、
園からのお知らせをいつでも

「えんとつ」で確認することができます。

「えんとつ」システム ICカード

カードをスキャン
するとかわいい
動物が出てきます☆



ゆりの樹幼稚園は全クラス二人担任制ペアクラスです。その為、ゆりの樹幼稚園には担任と共に、

お母さん先生が数多くいます。お母さん先生とは元幼稚園教諭であった先生が子育てを一段落させ、

再び戻ってくれた先生のことです。

自分の子育ての経験も加えて担任をサポートしてくれる頼もしい存在です。

担任、副担任だけでなく，園長、主事、副園長、教務主任、フリー、課外、バス、お預かりの先生等、

皆の先生で子ども達を見守り教育します。

また、各学年に学年全体を把握する教務主任も配置し、園児を担任が安心して見守り、保育できる

サポート体制が整ったシステムです。

「人間は人の間」と書くように、人と人の間でしか生きていけません。

幼稚園はその友達との接し方、生き方、社会生活の営み方を覚える

ところです。その為にはある程度の集団の人数が必要です。

集団での育ちあいがなければ、幼稚園に預ける意味はありません。

目が届けばいいというだけなら、家で一人で育てた方がいいわけですが、それでは真の人間には

育ちません。体験を子どもにとって、どんな良い体感保育に変えてあげられるか、どんな教育観を持ち、

その教育をいかに、環境を整え、安心安全な場所で、個々の園児の特性、個性に合わせて、適切な時期に

適切な量とタイミングで与えることができるかを考え、きめ細かな保育プログラミングとグループ

ダイナミクスを発揮した集団でこそできる教育を本園では複数の先生、ティームティーチングで

実践しています。



警備員の配置

ゆりの樹幼稚園では、園児や保護者の方の事
故防止と安心の為に、駐車場や園周辺で事故が
起こってはいけませんので、駐車場には
ガードマンを配置し、警備をしています。
園にずっといて頂きますので、駐車場の警備

だけではなく、保育中の防犯も含めて、園児の
安全も守って頂けるものと考えております。

★被服の先生のご紹介 ★

ゆりの樹幼稚園では、幼稚園の表現発表会やキラキラタワーの衣装
コーナーの衣装や布おもちゃ、その他被服についてのサポートをして
くださる被服科卒業の専門の先生に総合フリーの職員として勤務して
頂いております。「川﨑由佳里先生」です。
園内にあるいろいろな布製品は川﨑先生手作りの物ばかりで園内に

温かい雰囲気をかもし出してくれています。ドリカムタイムでは園児
が喜ぶかわいい小物製作の指導もしています。
又，発表会の衣装も作成してもらっていますので、保護者の方に衣

装作成をお願いしなくて済みます。もちろん、作成したい希望の保護
者の方には小物や衣装などの作成もしてもらっています。その際はい
ろいろと教えてくれます。着物や袴の着付の指導もして下さいます。
ミセスカレッジでの手作り教室もあります。どうぞお楽しみに！

臨床心理士の配置
現在、中学、高校での様々な問題が山積している状況が日々報道されていることに、いつも
心を痛めています。いつかこのような時代が来るのではと、ゆりの樹幼稚園では３０年ほど
前から、それまでの教育学と共に、心理学を含めて、様々な学習を深めてきました。
ゆりの樹幼稚園では、これまで得た多くの分野の学びを生かしながら、園児、保護者の皆様、
職員が心おだやかに毎日を過ごせるようにと心の教育に日々務めてきました。

園長も様々な心理士の認定を取得しておりますが、外部からの目で子ども達を見て頂く機会を
設けることにより、より保護者の方が、安心して子育てができるように、臨床心理士の先生を配属して、
子育てを応援しています。
子ども達への教育力と温かいまなざし、力強い、頼りになる応援を得て、これから更に充実した
ゆりの樹幼稚園になることを願っています。
保護者の方で相談がある方は、前もって担任迄お申し出下さい。



家庭と幼稚園を以下の発行物で結び、子ども達の輝く笑顔をお伝えしています

●ママはセラピスト【年１回発行】園長のセラピストとしてのお話
人間は人と人との間でしか生きていけない社会的動物です。

だからこそ人間関係に悩んだり、子育てに迷ったりします。その時はチャイルドケアセラピストとして

の園長の本を読むといつしか心が軽くなります。園長のカウンセリングルームへいつでも遊びにおいで

ください。

●ゆりの樹通信
ただ単に、家庭への連絡だけではなく、社会の各分野で活躍されている方の

寄稿や、子ども達の輝く言葉、子育てポイント等掲載しています。

●ママのてまくら【年１回発行】
子育ては、長距離レースのようなもので時には、疲れ果てることもありますが、子ども

にどう関わればいいか考えあぐねた時、この本を読んでください。子どもの育つ姿を幼稚

園の立場からアドバイスしています。

●お話の宝石箱【年５回発行】
子ども達の何げない一言は、大人にはとても真似ができない程、感動的でキラキラ輝い

ています。この素敵な子ども達の言葉を残してあげたい、できれば、お母様達にも、

子ども達の成長の姿として、知らせてあげたいと、本園では、「せんせい あのね・・・」

－お話の宝石箱－として、ひとりひとり個別に書き記し、保護者の方にお渡ししています。

子ども達は、毎日、私達に素晴らしい感動を与えてくれます。それは、子ども達同士、

私達とのふれあいの中から生まれる言葉です。やがて成人した時に、いつの日か、ひとり

ひとりがこの通信を開いてほしい、そして、「心の陽だまり」にしてほしい・・・

そう願っています。幼い一言の記憶が、ただの記録ではなく、大きな人生の「道しるべ」に

なってくれるだろうと信じるからです。幼児期における保育は、瞬間が大切です。

あの時、ああ言ってあげたら・・・。では遅いのです。その瞬間の子ども達とのふれ

あいを大切にし、豊かな教育の目を培う為にも、この通信は光を与えてくれています。

素敵なひとりひとりの子ども達の為に、そして、私達も成長する為に・・・

「お話の宝石箱」の１ページがはじまるのです。

●ホームページ
ここ数年、インターネットが急速に普及してきました。

ホームページを子ども達のタイムカプセルとして

思い出を綴っています。在園生が、中学生や高校生になった時、

インターネットは、あたりまえの世の中になっているでしょう。

小さいころが懐かしくなった時、ふと自分を思い出すことができる。

そして、もしいつか翼が折れた時も もう一度、

勇気をもって羽ばたいてほしい。そんな願いを込めて、

今を大切に歩んだ足跡を残しています。



今、自己肯定感を持つこと、自分を愛することが難しい時代だといわれています。

子育ては自分が成長するまたとないチャンスです。子どもを生み、子どもを愛し、子どもを

育てる満足感は、再度親自身が自分を愛し、自己肯定感を持つ為のプロセスです。子育ての

過程は、生涯の経験の中でも何ものにもとってかわれるもののない素晴らしい経験であり、

子どもを見つめることで、自分を捉えなおす大きな契機です。子育ては「自分育て」に

繋がっていくのです。

そのためにご希望の保護者によるレクリエーションを実施しています。

ゆりの樹幼稚園は子ども達と一緒に育っていくお父さま、お母さまを応援します。

子育ては自分育てです すべて大丈夫気づいた今からが出発です

●ミセスカレッジ

絵と音楽によるコンサート、徳永玲子さんによる音楽と絵本の玉手箱、パステル制作

手作り製作、おもちゃ講座、クラシックコンサート、安全教室、園長先生の子育て講座

お茶会など

結婚してはじめての土地、はじめての子育て、お母さま達の悩みは尽きません。

一緒に同じ事を楽しみ、学ぶ中から共感が生まれ、新しい友人ができることにより子育てが、

人生が何倍も楽しくなります。ママ達の為のほっと一息できる時間を創ります。

お気軽に玄関の子育てラウンジにもおいで下さい。

●パパズクラブ

３園合同パパズクラブ、ドッヂボール大会、サッカー大会、スポ－ツチャンバラ大会、

バーベキュー大会、バレーボール大会、パパズチューターとしての保育参加、

お母さまが安心して家族を守り子育てができるのはお父さまの力が大きいのです。

お父さま同士の親睦をはかり、同時に子どもをしっかり見つめることによって、

更に、家庭でのお母さまや子ども達をバックアップできるパパ達の為のネットワークです。


