
 

 

 

 

 

 

 

               金曜日 予約制  室内開放『ぴよちゃんルーム』（１歳のお子さんまで） 

まだ、園庭で遊ぶのは・・・という 0，1歳のお子さんのための室内開放です      

毎週金曜日①10:00～10:45 と②11:00～11:45 の入れ替え制で行います。 

身体測定や手形をとったりできるコーナーを月変わりで設けていますので、ぜひご利用ください。 

安全のために人数を制限させて頂きます。予約制となっていますのでご予約の上、お越し下さい。 

 持ち物：着替え・水筒  

       

         月曜日・金曜日 10:15～11：30 園庭開放『くまちゃんひろば』（未就園児）      雨天中止 

お子さんが安心して遊べる所が少なくなってきましたね      お家の人と一緒に、 

幼稚園の園庭で遊びませんか？砂場の砂は食品にも使える安全な薬品で消毒済です！ 

園庭開放の間に下記のイベントや季節にあわせたフォトコーナーを企画しています 

園庭開放は予約の必要はありません！ぜひご参加ください。   持ち物：着替え・水筒  

       

月 コーナー 

４月 身体測定コーナー 

５月 手形コーナー（チューリップ） 

６月 足形コーナー 

７月 水遊びコーナー 

月 コーナー 

８月はお休みです 

９月 身体測定コーナー 

10 月 フォトスペースコーナー 

11 月 手形コーナー（秋の木） 

月 コーナー 

12 月 フォトスペースコーナー 

１月 身体測定コーナー 

２月 足形コーナー(お雛様) 

３月 手形コーナー（ちょうちょ） 

予約イベント年間予定 

親子で楽しく参加したり、親子のイベント以外にも託児付きでお母さんのためのイベントもご用意しました！ 

どのイベントも、プロの方にお越しいただいて開催いたします。少しだけ、贅沢な時間を過ごしてみませんか？ 

それぞれ定員がありますので、ご予約の上、楽しいひと時をお過ごしください     

月日 時間 イベント 

４月 

毎週金曜日 

1６日～開始 

10:15～11:30 

 

色いろメガネを作ろう！ 

5 月 

毎週金曜日 10:15～11:30 

 

ビニールヨーヨー 

を作ろう！ 

          「こどもの日」 
フォトコーナー有 

6 月 

毎週金曜日 
10:15～11:30 

 

くるくるかざ車を 
作ろう！ 

7 月 

2・9・16

日(金) 
10:15～11:30 

 

すいかの 

うちわを 

作ろう！ 

 

7 月 

26 日（月） 

30 日（金） 

10:15～11:30 

よごれても良い  

服装で来てね！ 

ボディペイントを 

楽しもう！ 

※着替え、タオルを 

忘れずにお持ちください。 

8 月は園庭開放「くまちゃんひろば」はお休みです 

月日 時間 イベント 

9 月 

毎週金曜日 

24日はお休み 

10:15～11:30 

三角 
マラカス 
を作ろう❣ 

10 月 

毎週金曜日 
1日はお休み 

10:15～11:30 

ハロウィンの 

変身グッズを作ろう 

          フォトコーナー有 

11 月 

毎週金曜日 
10:15～11:30 紙コップけん玉を作ろう！ 

12 月 

毎週金曜日 

24日～お休み 

10:15～11:30 

サンタさんの 
帽子を 
作ろう！ 

          フォトコーナー有 

1 月 

7 日までお休み 

毎週金曜日 

10:15～11:30 こま回しをしよう！ 

2 月 

毎週金曜日 
10:15～11:30 

ペットボトルボーリング
をしよう！ 

           節分 フォトコーナー有 

3 月 

毎週金曜日 
18日～お休み 

10:15～11:30 

かさ袋ロケットを作ろう！ 

          「ひなまつり」 
フォトコーナー有 

月日 時間 イベント 

4 月 23 日 

金曜日 

10:00～10:30 

11:00～11;30 

親子で楽しめる 

音斗先生のコンサート♪ 

6 月 25 日 

金曜日 

10:00～10:30 

11:00～11;30 

親子でバランスボールで 

体を動かそう！ 

10 月 1 日 

金曜日 

楽しいイベント企画中！ 

しばらくお待ちしてください m(__)m 

1２月３日 

金曜日 

10:00～11:00 

☆託児付き 

クリスマス         リースを 

作りましょう！ 

材料費：300 円 

月日 時間 イベント 

12 月 22 日 

水曜日 

10:00～10:30 

11:00～11;30 

13:00～13:30  

親子で楽しめる         

ハンドベル 

クリスマスコンサート 

月に１～2回 月曜日 予約制 『ベビーマッサージ』（首が座ってから歩き出す頃まで） 

赤ちゃんと過ごす毎日。嬉しい事、幸せなことたくさんあるけど、思い通りにならない 

事もありますね。ベビーマッサージで赤ちゃんと一緒にリフレッシュしませんか？ 

ベビーマッサージの後はお母さんもハーブティーを飲んでホッと一息つきましょう！ 

産科でも講師をしていた経験豊富な先生が、日々の育児のご相談もお聞きします。 

また、偶数月は身長体重を測定、奇数月は手形、足形を押すコーナーをご用意しています。 

予約サイトにてご予約下さい。（予防接種後 24 時間は受けることができません） 

 持ち物：バスタオル・着替え・赤ちゃんの水分補給になるもの      

時間：10:00～11:00           4月 19 日(月)スタート！ 

5 月 10・24 日 ６月 14・28 日 ７月 5日 ９月 6・27 日 10 月 4・18 日 

11 月 15日 12 月 13日 1 月 17・31 日 2 月 14・28 日 3 月 7 日 

2 歳児プレクラス 
『こりすぐみ』（週 1 回） 

週に 1度、お家の人と離れて過ごす 
プレ保育です。幼稚園の先生と同年代の 

お友だちと楽しく過ごします。 
ママのリフレッシュタイムもできますね

     
コロナウイルスがちょっと心配… 

という方のために今年はオンライン 

こりすぐみも企画しています！ 

 

 

定員が有りますので 
ご興味のある方は 
お問い合わせください 

令和３年度 きそ幼稚園 子育て支援活動予定表 
きそ幼稚園では、幼稚園に入る前のお子さんとお母さんが安心して過ごせる場所を提供します！ 

子育て経験のある先生が子育てのサポートを致します。お気軽にお越しください。 

各イベント・ぴよちゃんルーム・ベビーマッサージの予約方法 

それぞれ前月 25 日より予約開始！（キャンセル待ち有り） 

きそ幼稚園のホームページから予約サイト 

URL⇒http://www.kiso.ed.jp 
もしくは、公式 LINE の QR コードより予約下さい 
 

１歳児親子クラス 
『ぷちあっぷるくらぶ』

（月 1 回） 

月に 1度、お家の人と楽しく
過ごす 1 歳児の会です。 
幼稚園の先生との楽しい 

保育もあります！ 
登録制となっています！ 

幼稚園ＨＰより登録ください
     

 

1 月からも楽しい 

イベントを企画中❣ 

HP をチェックして 

お待ちください。 

HP QR コード 
LINE QR コード 

お休み（園行事の関係でお休みさせていただきます） 

祝日・7/19(月)・8 月全て・9/24(金)・10/1(金)11/1 (月)・冬休み 12/24(金)～1/7(金) 

お休み（園行事の関係でお休みさせていただきます） 

祝日・8 月全て・9/24(金)・10/1(金)・11/19(金)・冬休み期間 12/24(金)～1/7(金)・春休み期間３/18 (金)～ 


