
   各種教育機関 国際交流センター   

【講師】竹田  由起子 先生 
 昭和50年4月（白橿南幼稚園）～ 
 平成27年3月（真菅北幼稚園園長） 
 40年間橿原市立幼稚園勤務 

 平成27年4月～現在  
 橿原市教育委員会事務局  
 教育総務部 学校教育課指導主事   

前略 この度、幼児教育と『心と体の健康づくり』のプロ達が、橿原市在住のお母様、お父様の育児に関するリアル

なお悩みや不安等に、ともに向き合い【心と体】をサポートしていく子育て支援イベントを開催いたします。 

毎月1回（日曜日）橿原市内の各幼稚園を会場に開催いたします。講演時間中は、園内託児Room（無料）も併設 

いたしますので、是非、親子でご一緒に、皆様振るってご参加ください。                                                 草々  

No 日 時 開催幼稚園 場 所 園長挨拶 『たのしく子育てするために』各演題 

1.終了 H29年  9月24日（日） 耳成西幼稚園 上品寺町482-1 坪井 順子 園長  『心も身体もたくましく』  

2 H29年10月22日（日） 畝傍南幼稚園 見瀬町2295 東前 雅代 園長 『仲間づくり』 

3 H29年11月19日（日） 白橿幼稚園 白橿町3-10-1 大西 美佳 園長 『笑顔がいっぱい』 

4 H29年12月10日（日） 真菅幼稚園 曽我町813 安井 圭子 園長 『心豊かな子供を育む』 

5 H30年  1月14日（日） 耳成幼稚園 葛本町593 中原 美智子 園長 『夢中になって遊ぶ』 

6 H30年  2月18日（日） 新沢幼稚園 川西町581-1 中渡 三保子 園長 『心と体を育てる』 

 共催：一般社団法人 日本の寺子屋 

      NPO法人 橿原健康スポーツクラブKKSC 

橿原市在住 育児中の（未就園児1-4歳 歓迎） 

お母様、お父様 各位  

一般社団法人 日本の寺子屋 

HP URL : http://www.terakoya-japan.com 

奈良県橿原市今井町 1-5-26 
担当 : 秋葉   

お問合せ TEL: 0744-48-0805 

お申込み TEL/FAX:  0744-48-0805                                                                        
 E-Mail:  y.akiba@terakoya-japan.com 

一般社団法人  

【NPO法人 橿原健康スポーツクラブKKSC】 

幼児からシニアまで、 
みなさまとともに、健康づくりを楽しむ、
総合型地域スポーツクラブ 

橿原市在住・子育て中のお母様、お父様 応援プロジェクト（未就園児1-4歳 歓迎） 

 親子で楽しく♪『子育て支援イベント』参加募集 
参加費

無 料 

■開催日時スケジュール（H29年9月～H30年2月） 

テーマ：たのしく子育てするために   第1部  【講 演】子育て支援 講演   
講 師: 竹田  由起子 先生   

①乳幼児の発達段階に則して生じる育児の悩みと対応方法 

②子育て仲間の出会いの機会・窓口等について 

③各会場園の地域の名前のいわれ等 

ご挨拶  各開催幼稚園 園長先生   
テーマ：親子で心とからだの元気アップ！     第2部  【体 操】親子ふれあい体操 （30分） 

指 導: NPO法人 橿原健康スポーツクラブKKSC 

①手あそびや体あそびでスキンシップ 

②リズム体操で楽しく体を動かそう 

③手具を使った運動あそびの紹介  

 【相 談】子育て個別相談 

ご挨拶    橿原市長 森下 豊 氏  

【託児Room】担当『橿原市地域家庭教育推進協議会』  

■託児Room 併設  
   利用時間 AM9:30～11:00 

■開催時間 :   AM 10:00 ～ 12:00    /  講演・親子ふれあい体操・個別子育相談 

■開催期間：  平成29年 9月 ～ 平成30年 2月  毎月1回開催 （全6回）AM10時～12時 
■会  場：  橿原市内 幼稚園 （※各月持ち回り、詳細は下記参照）   

■参加対象：  橿原在住 育児中のお母様 、お父様（1～4歳 未就園児 歓迎!） 

■募集人数：  限定 20組（親子）/  各回  参加費 無料 

■応募方法：【参加申込用紙】に必要事項記載の上、日本の寺子屋宛にFAX又はMail 送信ください。 

■申込締切 : 開催５日前迄にお申込み下さい  ※ 各回、定員になり次第、締切とさせて頂きます。 

お申込み：日本の寺子屋  
ホームページご覧下さい 

http://www.terakoya-japan.com 



   各種教育機関 国際交流センター   

参加希望 
 ○印・人数 

託児室利用 
○印・人数 No. 日 時 開催幼稚園 TEL 

名 名 1終了 H29年  9月24日（日） 耳成西幼稚園 0744-22-6587 

名 名 2 H29年10月22日（日） 畝傍南幼稚園 0744-27-1506 

名 名 3 H29年11月19日（日） 白橿幼稚園 0744-27-6300 

名 名 4 H29年12月10日（日） 真菅幼稚園 0722-22-6350 

名 名 5 H30年  1月14日（日） 耳成幼稚園 0744-22-2719 

名 名 6 H30年  2月18日（日） 新沢幼稚園 0744-27-3383 

参加申込書  

■参加希望日    ※ご希望の回に○印をつけてください（複数可） 

参加者 お母様 ・お父様 年 齢 お子様 年 齢 

氏 名 歳 （男・女） 歳    ヶ月 

氏 名 歳 （男・女） 歳    ヶ月 

氏 名 歳 （男・女） 歳    ヶ月 

お電話 FAX 

メール E-mail:    

ご住所 〒 

ご意見 
ご要望 

■参加者情報 

【留意点】 ① 運動しやすい服装でお越しください。（上履きがあればご持参ください） 
       ② 水分補給のための飲み物は各自ご用意ください。 
             ③ 開催当日AM8:00時点において気象警報等が出ている場合は、原則中止とさせて頂きます。 

【託児Room 利用時間】  AM 9:30 ～ 11:00   (開始30分前～講演・第一部終了まで) 

一般社団法人 日本の寺子屋 

 お申込み  FAX:  0744-48-0805   

※個人情報のお取り扱いについて 

『一般社団法人 日本の寺子屋』は、当団体の

プライバシーポリシーに則り、ご参加の皆様

よりお預かりしたプライバシーに係わる個人

情報を保護することに細心の注意を払い取り

組みます。 

■申込締切   開催５日前 締切   ※ 各回ともに、定員になり次第、締切とさせて頂きます。 

                                                               ※お申込み後、キャンセルの場合は、必ずご連絡下さい。 

担当 : 秋葉   お問合せ TEL: 0744-48-0805 

お申込み  FAX: 0744-48-0805                                                                        
 E-Mail:  y.akiba@terakoya-japan.com 

一般社団法人  奈良県橿原市今井町 1-5-26 

（ 当日連絡先 携帯TEL: 090-7901-6087 担当：秋葉 ） 

託児スタッフ担当『橿原市地域家庭教育推進協議会』  

橿原市在住・子育て中のお母様、お父様 応援プロジェクト（未就園児1-4歳 歓迎） 

 親子で楽しく♪『子育て支援イベント』参加募集 
参加費

無 料 


