
  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

 

☆ 開放の予約は1世帯につき週1回までです！

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

☆ うさぎは１０：３０～ ,ぞうはＡ・Ｂ共に一斉活動を行っています♪

☆ ご利用の際は、親子共に水分補給の飲み物（水筒）をご持参ください。

※各活動日は、
毎月の予定表をご覧ください！

朝夕に吹く風は秋の訪れを感じさせてくれますね。秋は、木の葉が紅葉し虫の鳴き声が聞こえ、豊かな実りが楽しみな季節。

澄んだ空気の中でのびのび身体を動かしながらたくさん遊び、冬に向けて風邪をひかない丈夫な体づくりもしていきたいですね。

開放日
（現在は要予約）

室内・園庭を開放しています。

たくさんのおもちゃや園庭で

遊びませんか！！

午前１０：００～午後３:００

未就園児親子教室 ジュニアサークル

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）

☆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。
☆事前の申し込みが必要です。

電話にてお申し込みください。（先着順）
☆イベント毎、参加費をご用意ください。

☆1世帯につき複数予約可

うさぎ（０歳児）

〈参加対象〉 ０歳児

２０２０．４．２生～

〈活動時間〉 午前中のみ

〈活動内容〉 自由遊び(室内・園庭）

ふれあい遊びなど

ぞう（１歳児）

〈参加対象〉 １歳児

２０１９．４．２～２０２０．４．１生

〈活動時間〉 入れ替え制

〈活動内容〉 自由遊び(室内・園庭）

歌・リズム遊びなど

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。

ご利用の皆様へ

＊未就園の親子が安心して遊べる空間を用意しています。

＊ご利用の方はぽぴーるーむにて受付してください。

○ 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。

・ 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。

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

TEL ０８０－７６９９－１９７９ （ぽぴーるーむ）

TEL ０４８０－８５－４１５１ （教育部）

TEL ０４８０ー８５－５８９５ （保育部）

E-mail info@syoubuyouchien.com



月 火 水 木 金
1

＊午後は開放のみ行っております。（木曜日以外） 開放日

4 5 6 7 8
ＡＭ　おやすみ ジュニアサークル う さ ぎ ＡＭ　開放

開放日 （運動会予行予備日） ３Ａ／３Ｂ ＰＭ　おやすみ
ＰＭ　相談日 （運動会準備）

11 12 13 14 15　　　＜ママ活動＞
う さ ぎ ジュニアサークル ジュニアサークル 身体測定・１ ハロウィン

手形足形アート・１

18 19 20 21 22

１Ａ／１Ｂ ４Ａ／４Ｂ Ａ／Ｂ
ＰＭ　相談日

ぞ う ジュニアサークル ジュニアサークル 身体測定・２
Ａ／Ｂ ２Ａ／２Ｂ ７Ａ／７Ｂ Ａ／Ｂ 開放日

ＰＭ　相談日
25 26 27　　　＜ママ活動＞ 28 29

ＰＭ　相談日

 １０月のジュニアサークルについて　　　　（要予約）

ジュニアサークル ハロウィン
手形足形アート・２開放日 ５Ａ ＡＭ　開放日 開放日

〈　日　時　〉 １０月１５日（金）・２7日（水）　※２日間とも内容は同じ 〈　日　時　〉 １０月１４日（木）・２１日（木）
受付１０：００～１０：２０ Ａ／Ｂの入れ替え制になります

はさみで遊ぼう 　　　　　果物に見立てた短冊の１回切り　切ったものでどうぶつ風船を作るよ♪

　　　＊６グループのＡ・Ｂは１１月２日（火）に行います。

 １０月のイベント情報　　　 (要予約）
＜ママ活動＞ ハロウィン手形足形アート 1 ・ ２ 身体測定 １ ・ ２（季節の手形アート）

「ハロウィン」か「モンスターズインク」の手形足形アート作り 〈　備　考　〉 アートは「ロケット」・「ふくろう」・「お月見うさぎ」です

〈参 加 費 〉 ２００円　（手形をとる子ども１人） 時間内は開放同様に遊んでいただけます

〈対象年齢〉 どなたでも　　 〈対象年齢〉 どなたでも
〈活動内容〉 ママがメインで製作を行います♪ 〈持 ち 物 〉 飲み物・ウエットティッシュ・(必要な方はバスタオル)

お子さまが離れられない場合は保護者の方と

一緒に過ごしていただきます。

１１月のイベント情報　　　 (要予約)

親子リズムあそび
〈　日　時　〉 １１月８日　（月）　ＡＭ１０：３０～１１：３０

〈持 ち 物 〉 手拭きタオル、はさみ、のり、製作で使いたい物
お子さまの顔写真（モンスターズインクのみ）

〈　備　考　〉 お子さまの手形をとった後は、母子分離活動になります。

〈募集組数〉 先着１２組　程度

〈　場　所　〉 幼稚園教育部遊戯室　　※遊戯室にて受付（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１０ヵ月～４歳

毎月の予定表をご覧ください！

※１１／１(月）～ 予約開始になります



　

　　　　　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 ２～３組　（密を避けるため少人数となっております）

　　　　　　・妊婦の方はご自身の判断の上ご来室ください。
　　　　　　・親子共に検温した上でご来室ください。
　　　　　　・来室時にも検温（非接触型体温計を使用）・体調確認（咳・鼻水など）を実施します。
　　　　　　　発熱（３７．０℃以上）が認められる場合は、ご利用をご遠慮頂く場合もございます。
　　　　　　・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。

　 ☆ 開 放 時 間 午前１０：００～     　/　午後１：００～
　　 ☆ 入れ替え制の

　　　　活動時間
Ａ １０：００～　  　/　Ｂ １１：１５～

現在利用人数が変更になっております。今後の状況に応じて再度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。

　　　　　　・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。

　　　 10月のイベントのご予約は　　　１０/８（金）～　　※定員になり次第締め切ります

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

○入園願書配布…10月 1日（金）8:30～

○幼稚園説明会…10月23日（土）9:30～10:30 受付9:00～

○入園願書受付…11月 1日（月）8:30～14:00

＊１号で入園希望の方は入園願書を菖蒲幼稚園に、

２号・３号で入園希望の方は入所申請書（１０月１日から配布）を

市役所保育課に提出してください
ご不明な点がございましたら

お問い合わせください

認定こども園 菖蒲幼稚園

０４８０－８５－４１５１ （教育部）

０４８０－８５ー５８９５ （保育部）

市外の方も

ご利用になれます。

`菖蒲幼稚園 入園対象児保護者の皆様へご案内


