
 

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　０４８０－８５－５８９５　（保育部）
E-mail  　info@syoubuyouchien.com

　

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） 

         金曜日（ジュニアC） 

         １０：３０～１１：３０ （受付１０：００～） 

〈対象年齢〉ジュニアA・B H２７．４．２～H２８．４．１生 

         ジュニアC   H２６．４．２～H２７．４．１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） 

☆イベント毎、参加費をご用意ください。                    

うさぎグループ 
 

〈参加対象〉 ０歳児 

          H２９．４．２生～ 

〈活動時間〉 １０：００～１１：３０ 

〈活動内容〉 自由遊び(室内・園庭） 

         手遊び・うた 

         ふれあい遊び 

         読み聞かせ 

         成長記録作成  

    

ぞうグループ 
 

〈参加対象〉 １歳児 

      H２８．４．２～H２９．４．１生 

〈活動時間〉 １０：００～１２：００ 

〈活動内容〉 自由遊び(室内・園庭） 

         手遊び・うた 

         リズム遊び 

         季節の製作 

         読み聞かせ 

                  成長記録作成 

☆ 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 

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１０：００～１２：００ 

  午後 １：００～ ４：００ 
 
☆毎月第４木曜日（変更あり）は 

  身体測定を行います。 

※各活動日は、毎月の予定表をご覧ください！ 

 一年で一番寒い季節ですが、暦のうえでは春の始まりです。入園・進級の春が待ち遠しいお友達、ひとつ大きくなる喜びに胸

を膨らませているお友達も多いことでしょう。 

 今年度も、たくさんのお友達と出逢えたこと、そして、心も体も成長していく姿をお母さんと一緒にそばで見られたことを、大変

嬉しく思います。これからも楽しい活動を用意して、皆さんが遊びにきてくれるのを心よりお待ちしております！！ 

平成３１年 地域子育て支援センター 

2月 3月 「ぽぴーるーむ」だより 
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おやすみ

1

開放日

日 月 火 水 木 金 土

ＰＭ　開放 ＰＭ　開放 ＰＭ　開放 ＰＭ　相談日 ＰＭ　開放

3 ４＜あかちゃんＤａｙ＞ 5 6 7 8

おやすみ
ジュニアサークルA1 ジュニアサークルＢ ジュニアサークルＣベビーマッサージ

＆ベビーヨガ

おやすみ（やぶいて遊ぼう） 開放日

9

ＡＭ　開放日
ＰＭ　開放 ＰＭ　相談日 ＰＭ　開放

16

おやすみ（やぶいて遊ぼう） （やぶいて遊ぼう） （やぶいて遊ぼう）

おひなさま製作

アップルパイを
作ろう！

10 11 12 13 14 15

ＡＭ　開放日
ＰＭ　開放 ＰＭ　開放 ＰＭ　開放 ＰＭ　相談日 ＰＭ　おやすみ

おやすみ

ジュニアサークルＡ２

（プレゼントを作ろう）

建国記念の日

23

おやすみ
ジュニアサークルA1 ジュニアサークルＢ ★身体測定

おやすみ
(幼稚園お遊戯会)

（プレゼントを作ろう） （プレゼントを作ろう）

17 18 19 20 21 22
うさぎグループ

（０歳児）

ジュニアサークルＣ

おやすみ
ぞうグループ ジュニアサークルＡ２

（１歳児） （プレゼントを作ろう） 開放日

24 25 26 27 28

ＡＭ　開放日
ＰＭ　相談日ＰＭ　開放 ＰＭ　開放

☆２月のジュニアサークルについて☆（要予約）

　※ジュニアABCグループとも、母子分離活動になります。保護者の方は別室でお待ちいただきます。

やぶいて遊ぼう

プレゼントを作ろう

いろいろな素材の紙を破いて美味しいものを作ろう♪
お母さんに食べに来てもらうよ！

お世話になっているお母さんにプレゼントを作って、感謝の気持ちを伝えよう♪

アップルパイを作ろう！

〈募集組数〉〈　講　師　〉 加藤　啓子　先生

☆２月のイベント情報☆（要予約）

＜あかちゃんDay＞ベビーマッサージ＆ベビーヨガ

〈　日　時　〉〈　日　時　〉 ２月４日　（月）　　※ぽぴーるーむで行います ２月７日　（木）

２００円　（子ども１人）
エプロン、おしぼり、飲み物

アレルギーのあるお子さまはご相談ください。

〈募集組数〉 先着８組　程度

先着１２組　程度

　　（卵は使いません）

〈参 加 費 〉　（日本子どもフィットネス協会公認インストラクター）
〈持 ち 物 〉〈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
〈　備　考　〉

AM１０：３０～１２:００　（受付10：00～10：20）
１歳半頃～４歳　

餃子の皮を使って手作りアップルパイを作ります！

表情をみつめ、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♪ママもリフレッシュできます！

〈活動内容〉　（首が座ったお子さま～歩きはじめくらいお子さま）

AM１０：３０～１１:３０　（受付10：00～10：20）
〈対象年齢〉〈対象年齢〉 ４カ月くらい～１歳くらい

兄姉が一緒に来る場合は、予約時にお伝えください。

飲み物・（カメラ）

１歳半～４歳
製作をした後、みんなで簡単な絵合わせゲームをします！
おひなさま、おだいりさまに変身して、記念写真も撮ろう！
先着１２組　程度
1００円　（子ども１人）

〈参 加 費 〉 ２００円　（子ども１人）
〈持 ち 物 〉 飲み物（親子）、汗拭きタオル、バスタオル１枚

〈活動内容〉

〈募集組数〉
〈参 加 費 〉

〈　備　考　〉 親子共にスカートはご遠慮ください。

〈対象年齢〉

〈持 ち 物 〉

〈　日　時　〉

おひなさま製作
２月１５日　（金）　１０：３０～１１：３０　　（受付10：00～10：20）

　　☆予約方法は裏面をご覧ください。（先着順）

２月の予定表 
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おやすみ

☆３月のイベント情報☆（要予約）

　※ジュニアABCグループとも、母子分離活動になります。保護者の方は別室でお待ちいただきます。

☆３月のジュニアサークルについて☆（要予約）

修了式・園バス体験 修了証書授与及び、子ども達だけで園バスに乗ってみよう♪

おやすみ

土
1 2

日 月 火 水 木 金

おやすみ

9

おやすみ
ジュニアサークルＡ１ ジュニアサークルＢ ジュニアサークルＣ

おやすみ（修了式・園バス体験） （修了式・園バス体験） ＡＭ　開放日

3 4 5 6 7 8

（修了式・園バス体験）

ＰＭ　開放 ＰＭ　開放 ＰＭ　相談日 ＰＭ　開放

うさぎグループ
（０歳児）

ＰＭ　開放

10 11 12 13 14 16

おやすみ
ぞうグループ ジュニアサークルＡ２ ★身体測定

おやすみ
(幼稚園卒園式)

（１歳児） （修了式・園バス体験） 開放日 ＡＭ　開放日 開放日
ＰＭ　開放 ＰＭ　開放 ＰＭ　相談日 ＰＭ　おやすみ

15

19＜ママ活動＞ 20 21 22

春分の日 開放日
ＰＭ　開放

メモリアルアート

開放日

〈　備　考　〉

〈持 ち 物 〉 はさみ・のり・手拭きタオル・製作で使いたい物（写真など）
お子さまの手形・足形をとった後は母子分離活動になります。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。

３歳児（H２７．４．２～H２８．４．１生まれ）・・・金曜日（ジュニアC)
各コース　１２組
２/２７（水）　～　３/５（火）　１０：００ ～ １２：００　１３:００～１５:３０

ぽぴーるーむ

☆2019年度ジュニアサークル（未就園児親子教室）の募集について☆

＜年間申込書配布＞
＜配布場所＞

４月から通年でジュニアサークルに参加を希望される方は、年間予約をすることができます。

２/18（月）　～ 　毎日１５：００ ～ １６：００　（土・日を除く）

〈対象年齢〉 どなたでも

２００円（子ども１人）
〈募集組数〉

開放日

＜ママ活動＞　メモリアルアート

開放日 開放日
新年度準備のため

おやすみ
新年度準備のため

おやすみ

23

おやすみ おやすみ開放日

17 18

開放日

ママがメインで製作を行います！

〈　日　時　〉 ３月１９日　（火）　１０：３０～１２：００　（受付10：00～10：20）

〈活動内容〉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ご不明な点は、お問い合わせください。    ０８０－７６９９－１９７９　（ぽぴーるーむ）

＜対象年齢＞

＜募集組集＞
＜提出期間＞

＜提出場所＞

２歳児（H２８．４．２～H２９．４．１生まれ）・・・火曜日（ジュニアA）・水曜日（ジュニアB）

　　　※先着順のため、募集人数になり次第締め切らせていただきます。
ぽぴーるーむ　（電話での受付は致し兼ねます）

　　また、人数によっては火曜日のみ２グループになることもあります

※各回毎に単発での参加もできます。ご利用の際は、毎回予約が必要です。（各回３名程度）
※費用は年間・単発ともに１回１００円です。（子ども１人・参加費・材料費）
※火曜日コースと水曜日コースの活動内容は同じものになります。どちらか都合の良い曜日をお選びください。

親子で手形・足形を取って、記念アート作り（自由製作）　＊基本の材料は用意してあります
先着８組　程度

〈参 加 費 〉

３月の予定表 



〈持 ち 物 〉 飲み物
〈　備　考　〉 冬休み中のお兄ちゃん・お姉ちゃんも参加できます。

（製作する場合は参加費がかかりますので予約時にお伝えください。）
幼稚園の園庭でたこあげをして遊ぶので暖かい服装でお越し下さい。

たこあげをしよう

～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。

予約電話　０８０－７６９９－１９７９　　ぽぴーるーむ
予約受付は期間中のPM１：００～４：００

＊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。

〈　日　時　〉 １月５日　（金）　１０：３０～１１：３０　　（受付１０：００～）
〈対象年齢〉 １歳半～４歳
〈活動内容〉 マジックでお絵描きをしてたこを作ろう！幼児でも簡単に大空にとばせる

ビニール素材の角だこを使います。
〈募集組数〉 先着１２組　程度
〈参 加 費 〉 ２００円　（子ども１人）

＊お友達分の予約は、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）

☆２月の予約申し込み受付☆　 　１　月　２１　日 （　月　）～　　※定員になり次第締め切り

☆３月の予約申し込み受付☆　　 ２　月　２５　日 （　月　）～　　※定員になり次第締め切り

お待ちしています! 

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 １：００～４：００ 

  ＊要予約 （月曜日のＰＭ４：００まで） 
 

〈電話相談〉 

ご利用の皆様へ 
 

○ 利用時間・・・AM１０：００～１２：００  PM１：００～４：００    

○ 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 

外から帰った

ら 

手洗い・うが

いを 

忘れずに！ 

一年間ご利用いただきありがとうございま

した。 

お家の方やお友達とともに積み重ねてきた

様々な体験は、大きな自信へとつながって

いることと思います。 

新たな成長の扉を開く子ども達を、 

これからもずっと応援しています！！ 

お知らせ 
 

２０１９年４月より 

開放時間が変更になります 

詳しくは４月５月号を 

ご覧ください 


