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2021年度 地域子育て支援センター

6月 「ぽぴーるーむ」だより

未就園児親子教室 ジュニアサークル

コロナウイルス感染拡大防止対策のため少人数のグループでの

活動となっております。

ジュニアサークルは、就園前にお子さんを少しでも集団に

馴染ませたい、同年齢のお子さんとかかわりを持ちたいと

いう方のグループです。事前の申し込みが必要です。

〈対象年齢〉ジュニア１～７グループ

２０１８．４．２～２０１９．４．１生のお子さま

（２０１７．４．２～２０１８．４．１生まれのお子さまの参加も可能です）

〈参加費〉 １００円（子ども１人）

☆汚れてもよい服装でお越しください。

☆毎回、飲み物（水筒）をご持参ください。

☆欠席の振替はできませんので、ご了承ください。

☆単発でご利用になりたい方は、電話にてお問い合わせください。

イベント活動

各月、親子で参加できる楽しいイベントを

ご用意しています。たくさんのご参加、お待ち

しています！

○季節の製作 ○季節の催し物

○園外活動（お散歩・園バス）

○給食体験 ○調理活動

○体操の先生と遊ぼう

○リズムあそび

○ママ活動 ○あかちゃんDay など…

☆その他にも楽しいイベントを考案中です！

☆イベント活動は、事前の申し込みが必要です。

予約期間中に電話にてお申し込みください。

予約方法は裏面をご覧ください。（先着順）

☆イベント毎、参加費をご用意ください。

０歳児（うさぎ）

〈参加対象〉 ０歳児

２０２０．４．２生～

〈活動時間〉 １０：００～１２：００

〈活動内容〉 自由遊び(室内・園庭）

手遊び・ふれあい遊び

読み聞かせ

１歳児（ぞう）

〈参加対象〉 １歳児

２０１９．４．２～２０２０．４．１生

〈活動時間〉 １０：００～１１：００ （前半）

１１：１５～１２：１５ （後半）

〈活動内容〉 自由遊び(室内・園庭）

歌・リズム遊び

季節の製作・読み聞かせ

子育て支援センターぽぴーるーむでは、未就園の親子が安心して遊べる空間を用意しています。ご利用の際はご予約ください。

ぽぴーるーむのご案内

開放日

室内・園庭を開放しています。

たくさんのおもちゃや広い園庭

で遊びませんか！！

午前１０：００～午後３:００
１２：００～１３：００は

消毒・換気作業を行います

※各活動日は、毎月の予定表をご覧ください！

心地良い風が爽やかな季節から、気温･湿度共に上がり汗ばむ季節になりました。この時期から増える他の感染症や

暑さ対策など、引き続き健康管理には気を付けていきたいですね。また、雨の音・かえるの声に耳を澄ませたり、

雨上がりにはあじさいやかたつむり探しなど、楽しみを見つけながら親子で元気に楽しく過ごしましょう！

※新型コロナウイルス感染拡大防止対策を行いながら開室いたします。

今後の活動が変更になる場合がございます。ご了承ください。

☆年齢別開放（０歳児うさぎ）では１０：３０～ 一斉活動を行っています♪

☆年齢別開放（１歳児ぞう）では、前半組、後半組に時間を分けて活動を行っています♪

訂正版



        

〈　備　考　〉 幼稚園の園庭側昇降口からお入りください。
親子とも裸足で行います。
動きやすい服装でお越しください。

〈対象年齢〉 １歳半～４歳
〈活動内容〉 猪野先生とかけっこ、トンネルくぐり、おやまのぼり　等
〈募集組数〉 １２組　程度
〈参 加 費〉 １００円　（子ども１人）
〈持 ち 物〉 飲み物、汗拭きタオル、着替え

２グループ ４グループ

5

おやすみ

21

12

おやすみＡＭ　開放

6

６月の予定表

日 月 火 水 木 金 土

7 8ジュニアサークル 9ジュニアサークル 10 11

ＰＭ　相談日

１グループ ３グループ
開放日

おやすみ おやすみ開放日

13 14 15ジュニアサークル 16ジュニアサークル 17 18

ＡＭ　開放
ＰＭ　相談日 ＰＭ　開放

19
０歳児開放

（うさぎ）

おやすみ
５グループ ７グループ

20 21 22ジュニアサークル 23ジュニアサークル 24 25

開放日

おやすみ
１歳児開放(ぞう)

６グループ
A.前半組／B.後半組

27 28 29ジュニアサークル 30

ＰＭ　開放
開放日

〈　場所　〉 ぽぴーるーむ(受付１０：００～１０：２０) AM１０：３０～１２：００　（受付１０：００～１０:２０）
〈　講師　〉 加藤　啓子　先生　　(日本子どもフィットネス協会公認インストラクター) 〈対象年齢〉 １歳半～４歳

☆６月のジュニアサークルについて☆（要予約）

小麦粉粘土を作ろう

〈赤ちゃんDay〉　ベビーマッサージ＆ベビーヨガ 七夕製作１・２
〈　日　時　〉 ６月１日（火）　AM１０：３０～１１：３０ 〈　日　時　〉 ６月１８日（金）　・　５月２１日（月）

粉から粘土を作るよ♪爪を切っておいて下さい。
持ち物・・・調理用ボウル(大きめ)、レジ袋(ボウルが入る大きさ)、おしぼり

汚れが気になる方は、エプロンまたは着替えをご用意ください。(お母さんも汚れます)

ゆったりとした気持ちで赤ちゃんとの時間を楽しみましょう♪ 〈持 ち 物 〉 飲み物
〈募集組数 〉 先着５組　程度

〈対象年齢〉 ４ヶ月くらい～１歳くらい(首が座ったお子さま～歩き始めくらいのお子さま) 〈活動内容〉 素敵な願いをこめて七夕飾りを作りましょう♪
〈活動内容〉 オイルを使わないベビーマッサージです。赤ちゃんの表情をみつめ、 〈参 加 費 〉 １００円　（製作する子ども１人）

〈　日　時　〉 ６月３日(木)・２５日(金)　　前半・後半の入れ替え制になります

〈対象年齢〉 どなたでも

〈　備考　〉 親子共にスカートはご遠慮下さい。兄姉が一緒に来る場合は

予約時にお伝え下さい。

〈参加費 〉 ２００円(子ども１人)
　〈持ち物〉 飲み物(親子共)　汗拭きタオル　バスタオル１枚

〈　場　所　〉
６月１１日（金）　ＡＭ１０：３０～１１：３０
教育部遊戯室　　※遊戯室にて受付(１０：００～１０：２０)

〈　日　時　〉

43

〈　備　考　〉 アートは「かたつむり」・「かえる」・｢てるてるぼうず｣です

時間内は開放同様に遊んでいただけます

☆６月のイベント情報☆(要予約)

身体測定１・２(成長記録作成・季節の手形アート) 体操の先生と遊ぼう！

〈持 ち 物 〉 飲み物

26

おやすみＡＭ　開放 開放日
ＰＭ　相談日

成長記録作成とは・・・

身長・体重を測り、季節の手形アートを添えてお子さまの毎月の成長記録を作成しましょう♪

※成長記録作成は希望者のみです。

※ベビー用の身長計・体重計も用意しています。（必要な方はバスタオルをご用意ください）

※汚れてもよい服装でお越しください。おしぼりをご持参ください。

※Ａ４ファイルをご用意ください。

（ぽぴーるーむでも成長記録ファイル（１冊２００円）を販売しています）

今月のイベント活動は全て中止とさせていただいております。

6月中は開放日とジュニアサークルのみの活動となります。

予定変更となりご迷惑をおかけいたしますが宜しくお願いいたします。

【開放日】

今月に限り、毎日”身体測定・成長記録作成”をご用意して

おります。

アートは「かたつむり」「かえる」「てるてるぼうず」です。

これまで同様、利用希望日前日に電話予約をお願いいたします。

【ジュニアサークル】

事前にお知らせの通り、日程・活動に変更はございません。

全グループ10：00～となります。



　

　　＊予約は利用希望日の前日１３：３０～１５：００の間にご連絡ください。（代理予約不可）

　　＊予約は１世帯につき複数可です。

　 （午前１０：００～１２：００　/　午後１３：００～１５：００）
　 ＜入れ替え制の活動＞
　 （前半１０：００～１１：００　/　後半１１：１５～１２：１５）

ご利用にあたってのお願い
　　　　　　　　　～新型コロナウイルス対策として以下の点にご協力ください～

　　　　　☆募集組数 （各回３～４組　程度）密を避けるため少人数となっております
　　　　　☆活動時間 ＜開放日＞

　　　　　　　発熱（３７．０℃以上）が認められる場合は、再測定します。
　　　　　　　再測定の上で発熱が認められる場合は、ご利用をご遠慮いただきます。
　　　　　　・入室の際はマスクの着用（乳幼児は除く）と手指消毒にご協力ください。
　　　　　　・ご利用の際には個人情報（連絡先等）をご記入いただきます。
　　　　　　・万が一、ご利用後にコロナウイルスに感染した場合はご連絡をお願い致します。

ご利用の際は必ず電話連絡をお願いします
予約済みの方がキャンセルされる場合は、お早めにご連絡ください

（キャンセル待ちの方がいます）

　　　　　　☆完全予約制

※通年の予定ですが状況に応じて変更になる場合もございます

　　　　　　・重症化の恐れのある方（基礎疾患のある方）はご利用をお控えください。
　　　　　　・妊婦の方はご自身の判断の上ご来室ください。
　　　　　　・利用者の方は検温した上でご来室ください。
　　　　　　・来室時に利用者の方の検温・体調確認（咳・鼻水など）を実施します。

　　＊予約は１３：３０～１５：００の間にご連絡ください。（代理予約不可）

　　＊当日の欠席連絡は９：００～９：３０の間に電話連絡をお願いします。

　　　　（ジュニアサークル・イベント・開放日全ての活動において共通です。）

予約・キャンセル・ご相談・お問い合わせのお電話は…
　080-7699-1979（ぽぴーるーむ）

ホームページ　http://syobuyouchien.com

＜開放・学年齢別開放（うさぎ・ぞう）のご予約について＞

　　（月曜日の予約は前週の金曜日にお願いします。利用の前日が祝日などでお休みの場合は、直近の開室日が予約日です。）
　　＊開放の予約は１世帯につき週１回までとします。（同じ週のジュニアサークルは回数にいれません）

＜イベント・身体測定のご予約について＞
☆６月の予約申し込み受付☆　　　　　　　５/２４（月）～　　※定員になり次第締め切り

＊場合によっては入室をご遠慮いただくこともございます

ご了承ください



６月にはこんな日があるよ！

歯と口の健康週間 この期間を歯と口の健康週間といい、歯や口の中の健康を見直す一週間です。
６ (む)・４ (し)と読めることから、６月４日を虫歯予防デーとしたのが始まりになっています。

(６月４日～６月１０日) 子どもの歯は全部で２０本、大人の歯は親知らずを抜いて２８本あります。
歯は食べ物を体の中に運ぶ前に、小さくしたりすりつぶしてくれる働きがあります。

弱い体になってしまうかも・・・

そうならないために！

虫歯にならないためにはどうしたらいいの？
歯ブラシの持ち方や、正しい磨き方は？

毎日の習慣になっている歯みがきを、みんなで一緒に見直してみよう！！

もし歯が無かったら食べ物を食べることが難しくなって、十分に栄養を取ることができずに

お待ちしております!

れんらくアプリのご案内

当園では在園児保護者の皆様との連絡手段と

して「れんらくアプリ」のご登録をお願いしてお

ります。

ぽぴーるーむをご利用の方もご登録が可能で

す。

＜登録の手順＞

①初回ご利用時に利用者カードに必要事項を

ご記入 いただきます。

②次回登録用のＱＲコードをお渡しします。

③「れんらくアプリ」をインストールし、必要事項

を入力します。

子育て相談

子育てや発達のことで気になる事が

ございましたら、お気軽にご相談ください。

〈来園相談日〉

毎週木曜日 ＰＭ １：００～３：００

＊要予約 （月曜日のＰＭ３：００まで）

〈電話相談〉

月・火・水・金 ＰＭ １：００～２：３０

ご利用の皆様へ

○ 利用時間・・・１０：００～１５：００（１２：００～１３：００は消毒・換気作業を行います）

木曜日午後は相談日のため１０：００～１２：００までです。

○ 対象者・・・未就園児とその保護者

○ 利用方法

・ 御来園の際は、支援センター（ぽぴーるーむ）にて受付名簿に「氏名」、

「入園時刻」をご記帳願います。

・ お帰りの際は、「降園時刻」をお書き下さい。

○ 利用上の注意

・ お子さまから目を離さず、お子さまと一緒に楽しくお過ごし下さい。

・ 水分補給用の飲み物は、各自でご用意ください。

・ 汚れてもよい服装でお越しください。

・ 使用後のおむつは、お持ち帰りいただいています。

・ 園庭遊具は、年齢に合わせて難易度が異なります。お子さまを遊ばせる

際は、くれぐれもお子さまから目を離さないようお願いします。

・ 受付名簿にご記帳のない方は、万が一の際、保険適応外になります。

・ 教育部の降園時間には送迎バスが動きます。

安全のためバスが発車する２０分前には園庭から引き上げていただきます。


