
 

学校法人聖光学園　認定こども園菖蒲幼稚園
地域子育て支援センター　ぽぴーるーむ

〒３４６－０１０６　埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲４１０－４
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TEL　０４８０ー８５－５８９５　（保育部）
E-mail 　 info@syoubuyouchien.com

　

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

♪今年度より開放時間が

変更になりました♪

☆毎月第４木曜日（変更あり）は

身体測定を行います。

ぞうグループ

〈参加対象〉 １歳児

H２９．４．２～H３０．４．１生

〈活動時間〉 １０：００～１２:００

〈活動内容〉 自由遊び(室内・園庭）

成長記録作成
１０:３０～一斉活動を行っています☆

手遊び・うた・リズム遊び

季節の製作・読み聞かせ など

みんなで楽しく過ごしましょう！

2０１９年 地域子育て支援センター

8月 9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

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。

〈活動日時〉火曜日（ジュニアA） 水曜日（ジュニアB）

１０：３０～１１：３０ （受付１０：００～１０：２０）

〈対象年齢〉ジュニアA・B H２８．４．２～H２９．４．１生

〈参加費〉 １００円（子ども１人）

〈募集組数〉各回１５組程度 （うち単発予約は各回３組程度）

☆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。

☆ジュニアサークル各コースは、年度末（３月）に年間登録ができます。

☆各回毎に単発での参加の方は、電話にてお申し込みください。

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）

☆ うさぎグループ・ぞうグループは、０歳児・１歳児の学年ごとの開放日です。

同じ学年のお友だちと遊んだり、お母さん同士の交流をしましょう。

☆ 汚れてもよい服装でお越しください。飲み物(水筒）をご持参ください。

☆ 開放日・うさぎグループ・ぞうグループは、事前の申込みは不要です。

お気軽に遊びに来てくださいね！！(開室は１０：００～です）

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。お気軽にお立ち寄りください。

ぽぴーるーむのご案内

※各活動日は、毎月の予定表をご覧ください！

梅雨の蒸し暑さに真夏のような日差しが加わり、夏がすぐそこまで来ていますね。暑くても子どもたちは元気いっぱい！汗を

かきながらあそびに夢中になっている姿は頼もしい限りです。汗をかいて熱を出し、バランスのよい食事をすることで、夏バ

テしにくい体になります。しっかりあそぶ ・ きちんと食べる ・ よく寝るを心がけ、暑い夏も元気に乗りきりましょうね！！

うさぎグループ

〈参加対象〉 ０歳児

H３０．４．２生～

〈活動時間〉 １０：００～１２:００

〈活動内容〉 自由遊び(室内・園庭）

成長記録製作
１０:３０～一斉活動を行ってます♪

手遊び・うた・ふれあい遊び

読み聞かせ など

みんなで楽しく過ごしましょう！



        

おやすみ

〈持 ち 物 〉 飲み物、カメラ、お子さんのお気に入りグッズなど（目線をカメラに向けるために必要な方）
〈　備　考　〉 写真は保護者の方に撮っていただきます。時間内でしたら自由にお撮りいただけます。

身体測定のみでお越しの方は参加費はいただきません。

８月の予定表
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開放日 ＡＭ　開放日

31

火 水 木

親子リズムあそび

夏休み寝相アート

金 土

おやすみＡＭ　開放日 開放日
ＰＭ　相談日

1
日 月

うさぎグループ

おやすみ（０歳児） 開放日 ＡＭ　開放日 開放日
ＰＭ　開放 ＰＭ　開放 ＰＭ　相談日

4 5 6 7 8 9

3

山の日 おやすみ

11 12 13 14 15 16

振替休日 おやすみ おやすみ おやすみおやすみ

おやすみ
ジュニアサークルＡ１ ジュニアサークルＢ

おやすみ（フィンガーペインティング） （フィンガーペインティング）

18 19 20 21 22 23
ぞうグループ

（１歳児）

ＰＭ　開放 ＰＭ　開放 ＰＭ　開放 ＰＭ　相談日

★身体測定 開放日

おやすみ
ジュニアサークルＡ２

おやすみ（フィンガーペインティング）

25 26 27 28 29 30

開放日
ＰＭ　開放 ＰＭ　開放 ＰＭ　相談日

おまつりごっこ

〈　場　所　〉
〈　講　師　〉

幼稚園遊戯室　※遊戯室にて受付（受付１０：００～１０：２０）

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）
１歳半～４歳　　　

〈　日　時　〉

フィンガーペインティング
小麦粉で作ったのり絵の具を使った、ダイナミックな遊びです♪

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）
※小麦粉アレルギーの方はお控えください。

親子リズムあそび
８月７日　（水）　　AM１０：３０～１１：３０

☆８月のイベント情報☆（要予約）

〈持 ち 物 〉
〈　備　考　〉

〈募集組数〉
〈参 加 費 〉

先着２０組　程度
１００円　（子ども１人）　※兄姉も参加費がかかります

飲み物、汗拭きタオル、着替え
園庭側の昇降口をご利用ください。親子とも裸足で

〈対象年齢〉

行います。動きやすい服装でお越しください。
親子でたくさん体を動かしましょう！

夏休み寝相アート　※こちらのイベントは予約不要です
〈　日　時　〉 ８月２２日　（木）　ＡＭ１０：0０～１１：４５　（受付１０：００～）
〈対象年齢〉 どなたでも
〈活動内容〉 夏の『ひまわり』や秋の『お月見』をバッグに写真が撮れます♪時間内でしたらご自由にどうぞ！
〈参 加 費 〉 １００円　（子ども１人）

紙袋に記名をお願いします。

はっぴも着てお祭り気分を味わいましょう♪
〈募集組数〉 先着１２組　程度

AM１０：３０～１１：３０　（受付１０：００～１０：２０）
〈対象年齢〉 １歳半～４歳　　
〈活動内容〉 おみこし担ぎや屋台で手作りの品物をお買い物！

☆予約方法は裏面をご覧ください。（先着順）

☆夏休み中のイベントは、お兄ちゃんお姉ちゃんの参加もＯＫです！予約時にお伝えください。

☆親子リズムあそびは６/２４～予約受付中です。

写真を撮る際には譲り合いにご協力ください。

☆８月のジュニアサークルについて☆（要予約）

〈参 加 費 〉 ２００円　（子ども１人）
〈持 ち 物 〉 飲み物・紙袋（お買い物をした品物をいれます）
〈　備　考　〉 兄姉分の品物は用意できませんのでご了承ください。

おまつりごっこ
〈　日　時　〉 ８月２６日　（月）

９月の予定表



        

おやすみ（公園に行こう） 開放日 （運動会予行）

28

☆９月のジュニアサークルについて☆（要予約）

日 月 火 水 木 金 土

ＰＭ　開放

7

おやすみ おやすみ

1 65

ＡＭ　開放日
ＰＭ　相談日

敬老の日
プレゼント製作

2
うさぎグループ

（０歳児）

ＰＭ　開放

3 4
ジュニアサークルＡ１

（紙を丸めて遊ぼう）

ＰＭ　開放

ジュニアサークルＢ

（紙を丸めて遊ぼう）

ＰＭ　開放

14

おやすみ
ぞうグループ ジュニアサークルＡ２

おやすみ（１歳児） （紙を丸めて遊ぼう） 開放日

8 9 10 11 12 13

給食体験
開放日

ＰＭ　開放 ＰＭ　開放 ＰＭ　相談日

おやすみ
ジュニアサークルＡ１ ジュニアサークルＢ

おやすみ（公園に行こう） （公園に行こう）

15 16 17 18 19 20
★身体測定
ＡＭ　開放日

ジュニア予備日

敬老の日 ※ＡＭ開放おやすみ

ＰＭ　開放 ＰＭ　開放 ＰＭ　相談日 ＰＭ　開放

21

22 23 24 25 26 27

※ＡＭ開放おやすみ秋分の日
ＡＭ　おやすみ ジュニア予備日

ＰＭ　開放 ＰＭ　相談日 ＰＭ　開放

おやすみ
ジュニアサークルＡ２

おやすみ
ＰＭ　開放

29 30
ＡＭ　おやすみ

（運動会予行予備日）

〈活動内容〉
〈対象年齢〉

AM１０：３０～１２：００　（受付１０：００～１０：２０）
〈対象年齢〉 １歳半～４歳
〈活動内容〉

〈　日　時　〉

紙を丸めて遊ぼう 大きさ・材質の異なる紙を丸めて、本物そっくりのお弁当を作ろう♪

公園に行こう
幼稚園バスに乗って、遠足に行こう♪

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※詳細は下記をご覧ください

☆９月のイベント情報☆（要予約）

給食体験
〈　日　時　〉 ９月１２日　（木）

敬老の日プレゼント製作
９月６日　（金）

☆予約方法は裏面をご覧ください。（先着順）

〈募集組数〉
〈参 加 費 〉
〈持 ち 物 〉

〈参 加 費 〉 ３００円　（子ども１人・給食代含む）
〈持 ち 物 〉 お食事エプロン・おしぼり・着替え
〈　備　考　〉 アレルギーのあるお子さまは予約時にお伝えください。

１００円　（子ども１人）　※２つ作る場合は２００円
飲み物

撮った写真を印刷する都合上、早めにお越しください。

保育部の厨房で作ったおいしい給食を食べよう！
〈募集組数〉 先着１２組　程度

〈　備　考　〉 受付を済ませたお子さまから写真を撮ります。 場合によってはお断りすることもあります。

AM１０：３０～１１：３０　（受付１０：００～１０：１５）
０歳～４歳
可愛い写真を撮って、おじいちゃんおばあちゃんに
プレゼントを作ろう！寝相アートを用意しています。
先着１２組　程度

９月の予定表

集 合 １０：００（幼稚園中庭） １０：１５出発 １２：００解散

行き先 久喜菖蒲公園

持ち物 水筒・おやつ・シート・おしぼり・虫除け・虫さされ薬・砂場道具（プリンカップ等）

参加費 ３００円（子ども１人・バス代を含む）

☆天候不良による中止の場合・・・

予備日に延期します。室内での活動もお休みです。

メール連絡にてお知らせします。



～皆さんのお越しをお待ちしています♪ぜひ遊びにきてね～

＊予約開始から１週間が過ぎれば、ぽぴーるーむにお越しの際の予約もお受けいたします。
＊お友達の分の予約は、お受けできません。
＊予約済みの方がキャンセルの場合は、お早めにご連絡ください。（キャンセル待ちの方がいます。）
＊当日欠席の場合も、必ずご連絡ください。
　　　　　ジュニアサークル…９：３０～１０：００の間にぽぴーるーむ（０８０－７６９９－１９７９）
　　　　　イベント活動　　…８：３０～９：００の間に菖蒲幼稚園保育部（０４８０－８５－５８９５）

☆９月の予約申し込み受付☆　　 ８月２６日（月）～　　　※定員になり次第締め切り

予約電話　０８０－７６９９－１９７９　　ぽぴーるーむ
予約受付は期間中のPM１：００～３：００

＊各月のジュニアサークル（単発参加）、イベント活動に参加される方は、事前の電話予約をお願いします。

☆８月の予約申し込み受付☆　　 ７月２９日（月）～　　　※定員になり次第締め切り

お待ちしています!

宮島整形外科

子育て支援センター
ぽぴーるーむ

　ローソン

菖蒲東小学校

しょうぶ保育園菖蒲幼稚園

   寺田グランド  

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・・・AM１０：００～PM３：００

○ 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。

・ 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。

・ 幼稚園の降園時間には送迎バスが動きますので、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。

＜予約・相談電話・お問い合わせ＞

地域子育て支援センター ぽぴーるーむ ０８０－７６９９－１９７９

ホームページ http://syobuyouchien.com

運動会についてのお知らせ

菖蒲幼稚園の運動会があります。

＊日時 １０月５日（土） 雨天順延

＊場所 寺田グラウンド

未就園児の方にも参加していただける

プログラムもあります。

ぜひ遊びにきてください！！


