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RWI 子育て支援センター『Caterpillar Clubhouse』へ ようこそ♪ 当クラブハウスは、市内に在住の０歳~未就学児とその保護者、妊婦の方が利

用できます。（市外の方はご相談ください。またお子様には必ず保護者の付添いが必要です。）ぜひお子様と一緒に遊びに来てくださいね♪ 

《December Schedule》＊すべての活動・自由来館が予約制となります。予約開始 11 月 16 日 9 時～ 

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday 

   

 

1        Closed 2      Closed 3 

Closed 

4 

Closed 

5 

Closed 

6 

  English Play Time 

 9：10～9：40 

自由来館 

13：00～14：00 

7 

Closed 

8    Story Time  

9：10～9：30 

  Holiday Baby Photo 

13：10～13：30 

（1 歳未満のみ） 

9  

 

Closed 

10 

Closed 

11 

Closed 

12 

Closed 

13  

English Play Time 

 Birthday Celebration 

 9：10～9：40 

自由来館 

13：00～14：00 

14 

Closed 

15   

音楽で遊ぼう 

9：10～9：40  

日本語教室 

 13：10～13：55 

16  

身長体重測定 

   9：10～9：30 

異文化支援 

13：00～14：00 

17 

Closed 

18 

Closed 

19 

Closed 

20  

English Play Time 

  Christmas Party 

 9：10～9：40 

自由来館 

13：00～14：00 

21 

Closed 

22   

ふれあい遊び 

9：10～9：30 

季節のクラフト 

13：10～13：40 

23   

 書道アクティビティ 

13：10～13：40 

24 

Closed 

25 

Closed 

26 

 

Closed 

27   

 

Closed 

28 

 

Closed 

29 

 

Closed 

30 

 

Closed 

31 

 

Closed 

   

 

 

 

新型コロナウィルス感染拡大防止のため、下記の注意事項をご確認の上ご利用ください。 

 
★保護者の方は、マスクを着用（必須）してください。お子様に関しては保護者の方の任意となります。 

★外出前に検温を実施し、発熱や咳、のどの痛みがあるときは利用を控えてください。 

★すべての活動が予約制となります。ウェブ（裏面参照）にてご予約ください。自由来館の場合も予約が必要です。 

★予約時に申告した人数を必ずお守りください。 

 

★音楽で遊ぼう★ 

今月は、15 日(木)、9：10～9：40 です。Preschool 音楽講師のりな先生と楽しい時間を過ごしましょう。 

ご予約よろしくお願いします。（定員 5 組） 

 

 Newsletter December 2022

 

 

 

＊活動開始 10 分前より受付できます‼ 

＊今月の English Play Time, Story Time, 音楽で遊ぼう、ふれあい遊び、身長体重

測定、日本語教室の後の自由遊びはありません。ご了承ください。 

＊園庭開放は行っておりませんので、活動後は速やかにお帰り下さい。 

＊増改築工事のため敷地内の通路が狭くなっております。お気をつけてお越しくだ

さい。 

 



English Play Time（毎週火曜日 9：10～9：40）（各回定員 5 組） 

外国人講師と楽しく英語で遊びましょう。13 日は、お誕生日を迎えるお友達のお祝いをします。お誕生月のお友達

は予約時にお知らせください。20 日は、クリスマスパーティーをします！お申し込みは月 1 回とさせていただきま

す。 

 

季節のクラフト（13：10～13：40）（定員 5 組） 

  親子で季節のクラフト製作を行いましょう。今月は、サンタクロースを作ります。 

 

身長体重測定 （9：10～9：30）（定員 5 組） 

  お子様の身体測定を行います。保育士や看護師を交え、健康や成長についての相談もお受けします。 

 

書道アクティビティ（13：10～13：40）（定員 5 組） 

  お子様と一緒に書道作品作りに挑戦しましょう！汚れても良い服装でお越しください。 

 

Story Time（9：10～9：30）（定員 5 組） 

  外国人講師を交えて英語と日本語の絵本や紙芝居の読み聞かせをします。 

 

Holiday Baby Photo（13：10～13：30）（定員 3 組） 

  今月はお正月の背景でお子様の写真撮影を行います。カメラを持参してください。衣装を着られる方はご持参くだ

さい。 

 

ふれあい遊び（9：10～9：30）（定員 5 組）   

  英語と日本語の親子でできるふれあい遊びを行います。 

 

異文化支援（13：00～14：00）（定員 3 組） 

  外国人のご家庭で、日本での生活で困っていることやわからないことなどのご相談をお受けいたします。情報交換

の場としてもご利用いただけますのでお気軽にご利用ください。日本人のご家庭の方はご遠慮ください。 

 

日本語教室（13：10～13：55）（定員 5 組）   

  日本語を母国語としない方が対象です。生活に必要な言葉を日本語講師と楽しく学びましょう。 

 

＊予約制の活動についての申込みを 11 月 16 日（水）9：00 より下記の利用予約申し込みフォームにて受付開始いたします。お

電話ではお申込みいただけませんのでお気をつけください。 

ただし、活動日当日にお申込みいただく場合は、ウェブ上で空きをご確認の上、お電話にてお申込みください。 

キャンセルする場合は、必ず事前にお電話にてご連絡ください。 朝 8：30 以降にお願いします。 

      https://forms.gle/ZffatpvCRaXJzN2e6 

＊ 乳児をお連れの方は、お子様を布団に寝かせられるよう、大きめのバスタオルをご用意ください。 

＊ クラブハウス内での食事は禁止とさせていただきます。（アレルギー対応のため）水分補給のみ適宜お願いいたします。 

＊ 室内での写真撮影は禁止です（Holiday Baby Photo を除く）   

＊ 在園児は対象外です。なお、弟や妹で自由来館を利用される場合は、午前または午後、週一回の利用でお願いいたします。 

《お車でお越しの方へ》 

当施設東側 100m 先にある専用駐車場をご利用ください。安全面の配慮により、駐車場の南寄りに車を停め、R464

の歩道から南側ゲートのインターホンを押してお入りください。インターホンでは、必ずキャタピラークラブハウ

スを利用になることをお伝えください。（こども園増改築工事のため、北側ゲートは使用できません。） 

 RWI 子育て支援センター 

～Caterpillar
キ ャ タ ピ ラ ー

 Clubhouse
ク ラ ブ ハ ウ ス

～  

開園日：火・木・金（祝日を除く） 

時間：９：００～１４：００ 

認定こども園 RW I 内 

（印西市草深字三夜脇１１０５－１） 

☎８５－８６８５ 

📧caterpillar@rwi-nursery-preschool.jp 

https://forms.gle/ZffatpvCRaXJzN2e6
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Welcome to RWI ”Caterpillar Clubhouse”. This place is for babies, pre-school children and their families who live in Inzai city. 

Child(ren) must be supervised by an adult. Please come and play with your child(ren). 

《December Schedule》＊Every activity and open play needs a reservation. 

 (Reservation Start November 16th 9:00a.m~） 

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday 

   1 Closed 2  

Closed 

3 

Closed 

4 

Closed 

5 

Closed 

6 English Play Time 

 9：10～9: 40 

Open Play 

   13：00～14：00 

7 

Closed 

  

 

8   Story Time 

    9：10～9：30 

Holiday Baby Photo 

13：10～13：30 

9  

Closed 

 

10 

Closed 

 

11 

Closed 

12 

Closed 

13 

English Play Time 

 Birthday Celebration 

 9：10～9: 40 

Open Play 

   13：00～14：00 

14 

Closed 

15 Let’s Play with Music 

    9：10～9：40 

 Japanese Language 

 for Parents 

13：10～13：55 

16  Height and weight 

measurement 

9：10～9：30 

Understanding Japanese 

culture common sense 

for non-Japanese 

13：00～14：00 

17 

Closed 

18 

Closed 

19         

Closed 

20 

 English Play Time 

Christmas Party 

 9：10～9: 40 

Open Play 

   13：00～14：00 

21 

Closed 

22 

     Mam and me 

9：10～9：40 

         Craft 

13 :10~13 : 40 

 

23     

Calligraphy  

   13：10～13：40 

 

24  

Closed 

25 

Closed 

26  

Closed 

27      

Closed 

28  

Closed 

29     

 Closed 

30      

 Closed  

31  

Closed 

 

 

To prevent the spread of coronavirus infection, please check the cautions below. 

 
★Please wear mask when you visit us. Child(ren) ‘s masks are not required. 

★Please take your temperatures before you leave home. For infection prevention, please stay away while you 

  and your child(ren) suffer any illnesses. 

★All activities need a reservation. Please follow link/QR code below to make your reservations 

★Please be sure to keep to the number of people registered as at the time of making the reservation.   
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さ 

* Please arrive 10 minutes before the class time. 

*We are asking to not play on the playground when attending Activities please. 

*Due to expansion and renovation work, the passages on the premises are more 

narrow. Please pay attention, and be careful when you come. 

*During, English Play Time, Story Time, Let’s play with music, Mama and Me, 

Height and weight days, and Japanese Language for Parent. There will not be 

time to play with toys afterwards. 



★Let’s Play with Music★ 

This month on Thursday the 15th class time is 9:10~9:40. Let’s have a fun time with our Preschool’s music teacher, M’s Rina. Please make your 

reservation to join us.  （5 groups） 

English Play Time（Every Tuesday 9：10～9：40）（5 groups each ） 

Let’s play and learn in English with a non Japanese teacher. On the 13th (Tue), we will celebrate birthdays for this month.  

Please let us know if your child(ren)’s birthday is in this month when you make a reservation.. The 20th is our Christmas party.  Apply up 

to 1 time for this activity.  

 
Craft（13：10～13：40）（5 groups） 

  Let’s enjoy making toys. We will make Santa Claus this month. 

Height and Weight measurement（9：10～9：30）（5 groups） 

  Physical measurement for child(ren). Feel free to ask about parenting. 

Calligraphy（13：10～13：40）（5 groups） 

  Let’s try Japanese calligraphy with your child(ren). Please wear the clothes that you can stain. 

 

Story Time（9：10～9：30）（5 groups） 

  We will read stories both in English and Japanese. 

 

Holiday Baby Photo 8th  13：10～13：40（3 groups each） 

  Let’s take a photo with the New year decoration background. Please bring your camera. 

 

Mama and Me（9：10～9：30）(5 groups) 

   Let’s play in English and Japanese. 

 

Understanding Japanese culture common sense for non Japanese（13：00～14：00）（3 groups） 

    This group is only for persons not raised in Japan. It is here to help us with comprehension and understanding of foreign and unfamiliar 

items that our Japanese neighbors do. Such as their culture, common knowledge, and misunderstood things day to day. 

 

Japanese Language for Parents (13:10～13：55) （5 groups） 

    This group is only for Persons not raised in Japan. Let’s enjoy learning Japanese with Japanese teacher!  

(*Please check the flyer for details.) 

＊After November 16th  AM9:00～, we will accept reservations. Please visit. 

  https://forms.gle/ZffatpvCRaXJzN2e6   

＊  Reservations are not accepted over the phone. If you need to cancel please call us. 

＊   If there is still places available online for that current day’s activities, please call. 

＊  For babies, please bring a large towel in case of the need to use the bed(futon). 

＊  Due to food allergies, eating in the room is not allowed. Drinking for hydration is encouraged. 

＊  Taking photos are prohibited.（except Holiday Baby Photo） 

＊  Child(ren) in this school are not allowed to attend. 

《Parking lot》 

Please use the Parking lot below. For safety, use the sidewalk next to the R464 and enter using the south gate. 

 

  

RWI 

～Caterpillar
キ ャ タ ピ ラ ー

 Clubhouse
ク ラ ブ ハ ウ ス

～ 

Opening dates：Tue・Thu・Fri（National 

holidays will be closed） 

Opening hours：9:00－14：00 

Rainbow Wings International  

（ 1105 － 1 Sofuke Aza Sanyawaki Inzai 

City）☎８５－８６８５ 

📧caterpillar@rwi-nursery-preschool.jp 

https://forms.gle/ZffatpvCRaXJzN2e6


 

 

 

 

 

Japanese Language For Parents 

                           @ RWI Caterpillar Clubhouse 

Let's learn simple Japanese while observing your baby! 

おこさまをつれてレッスンがうけられます！ほいくしさんがいるのであんしん♪ 
 

RWI is pleased to offer this class for both babies and parents. Features are as follows. 

1. You can learn Japanese while observing your baby playing in Caterpillar Clubhouse. 

2. As this is Beginner level class, you can join even if you can just read the alphabet now. 

3. We initially set up two trial classes for free.  

 

➢ Contents  

1.  Daily Conversation:  

topics like Greetings, Introduction, Shopping, Restaurants, Trains, Banks,  

Disasters, etc.  

2.  Hiragana and Katakana:  

reading and writing both, at a time 

 

➢ Schedule   *Reception Desk will be opened from 1:00pm 

1. Nov 17  (Thu)   1:10pm-1:55pm  

2. Dec 15  (Thu)   1:10pm-1:55pm  

*Number of guests limit: 5 groups 

*We will accept your reservations from reservation form. 

 

➢ Tuition/Fee 

Free    

 

➢ We plan to set up the Regular Japanese language course next year. The course contents will be 

introduced after the trial classes.  

 

             RWI (Rainbow Wings International) 

～Caterpillar Clubhouse ～  

Address  : 1105－1 Sofuke Aza Sanyawaki Inzai City 

Contact   : Tel: 0476-85-8685  e-mail: caterpillar@rwi-nursery-preschool.jp 


