4 月の園だより
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小屋浦みみょう保育園では、
「子育て支援センター事業」
「一時保育事業」も行っております。
地域の子育ての拠点となり子育ての応援をしてまいりますので、皆様どうぞご利用ください。
お問い合わせ等、何でもお気軽に職員に声をかけてくださいね。

