平成 30 年度

ぴよクラブ＆赤ちゃんクラブ

子育て支援棟 TENTEN GARTEN にて

泉山幼稚園は恵まれた自然環境の中、子どもたちの健やかな成長を願い、楽しい子育ての応援をする
活動を地域に開いています。子どもには同年齢のお友達と触れ合って遊べる場、
お父さんやお母さんには子育て仲間と出会い、子育ての喜びを味わえる場が必要です。
子育て支援棟 TENTEN GARTEN では、子育ての喜びや楽しさはもちろん
つらいことや悩みも一緒に考え共に育ち合える場としてさまざまな活動を展開しています。

五感に快い刺激を感じる遊びの体験プログラム（平成 30 年度）

赤ちゃんクラブ

ぴよクラブ

対象：3 ヶ月頃から１歳未満の乳児と保護者
赤ちゃんと触れ合いたい妊婦さんも大歓迎です。 対象：1 歳～2 歳の幼児と保護者
１歳は目安です。１歳以上でもまだ歩き出していない

平成 28 年 4 月 2 日以降に生まれた 1 歳以上の

幼児さんは参加できます。しっかりあるけるように

お子様。

なったら、ぴよクラブへ進級してください。

持ち物：着替え・飲み物・赤ちゃんの体の下に敷く
バスタオルなど

持ち物：着替え・飲み物

【タイムスケジュール】
10：30 受付

10：40～12:00 体操・親子ふれあいあそび、今日のプログラム、
うた・おはなしなど

※ なるべく公共の交通手段でご参加ください。やむを得ずお車の方は 12:00 までは参道に数台駐車で
きますが、活動終了後速やかに車の移動をお願いします。
参道に駐車されていない方は 13:00 まで過ごしていただけますので、昼食をお持ちいただいても構い
ません。
※ ランチ付の活動日（7 月・10 月・2 月）は、活動時間が 13:00 終了となりますので参道には駐車で
きません。近隣のコインパーキングをご利用ください。
年間登録料￥1000 を納めて頂き、平成 30 年度の登録をして下さい。登録後はメール配信に
て園からのお知らせをいたします。申込金を頂くプログラムがありますが、欠席の場合でも返
金はできません。ご了承ください。
特に表記のあるもの意外は定員１5 名程度です。学期ごとに希望プログラムの申込受付をしま
す。やむをえず欠席の場合は必ずご連絡ください。

平成 30 年度年間予定

5/15
(火)

赤ちゃんクラブ
ともだちいっぱい！
ふれあい遊び・寺庭おさんぽ
費用：当日参加時に 200 円

5/22
(火)

赤ちゃんと一緒にできる
ママのリラックスヨガ

6/5
(火)

定員：10 名
費用：申込金 300 円

6/12
(火)

（お休みされても返金できません）

6/26
(火)

当日参加時に 200 円
水遊び＆みんなで一緒に食べる
とおいしいね！ (ﾜﾝﾌﾟﾚｰﾄﾗﾝﾁ付)
費用：申込金 500 円
（お休みされても返金できません）

ぴよクラブ
ともだちいっぱい！
砂場であそぼう
費用：当日参加時に 200 円
音に触れてからだを動かそう！
親子でリトミック
費用：申込金 300 円
（お休みされても返金できません）

当日参加時に 200 円
7/3
(火)

当日参加時に 500 円

水遊び＆みんなで一緒に食べると
おいしいね！ (ﾜﾝﾌﾟﾚｰﾄﾗﾝﾁ付)
費用：申込金 500 円
（お休みされても返金できません）

予備日
5/29(火)
(5/15・5/22 が定員に
なった時のみ)
午後の部

13:00～14:30
(午前の部が定員に
なった時のみ)

7/10(火)
(6/26・7/3 が定員に
なった時のみ)

当日参加時に 500 円

5～7 月活動の申込は、3/10（土）おたのしみ赤ちゃんクラブ終了後、受付を開始します。
申込金が必要なプログラムに関しましては、申込時にお納めください。

9/4
(火)

10/16
(火)

ゆるゆる、くちゅくちゅ
感触あそび
費用：当日参加時に 200 円
せんざんおさんぽ＆みんなで
一緒に食べるとおいしいね！
(ﾜﾝﾌﾟﾚｰﾄﾗﾝﾁ付)

費用：申込金 500 円

9/11
(火)

せんざんおさんぽ＆みんなで
一緒に食べるとおいしいね！
10/23
(火)

（お休みされても返金できません）

(ﾜﾝﾌﾟﾚｰﾄﾗﾝﾁ付)

費用：申込金 500 円
（お休みされても返金できません）

当日参加時に 500 円

11/13
(火)

砂・どろんこあそび
費用：当日参加時に 200 円

9/18(火)
(9/4・9/11 が定員に
なった時のみ)

10/30(火)
(10/16・10/23 が定員に
なった時のみ)

当日参加時に 500 円

ママのバランスボール＆
子どもとの日常エクササイズ
定員：10 名
費用：申込金 300 円

ママのリラックスヨガ

11/20
(火)

（お休みされても返金できません）

定員：10 名
費用：申込金 300 円
（お休みされても返金できません）

当日参加時に 200 円

当日参加時に 200 円

午後の部

13:00～14:30
(午前の部が定員に
なった時のみ)

9 月～11 月活動の申込は、7/5（木）ひよこライブラリー終了後、12:00 より受付を開始します。
申込金が必要なプログラムに関しましては、申込時にお納めください。

クリスマス製作とミニパーティー
12/4
(火)

(シフォンケーキ付）

費用：申込金 300 円
（お休みされても返金できません）

クリスマス製作とミニパーティー
12/11
(火)

当日参加時に 200 円
1/22
(火)

（お休みされても返金できません）

12/18(火)
(12/4・12/11 が定員に
なった時のみ)

当日参加時に 200 円

タオル・布であそぼう！
費用：当日参加時に 200 円

1/29
(火)

ミニミニサーキット＆みんなで
一緒に食べるとおいしいね！
2/12
(火)

(シフォンケーキ付）

費用：申込金 300 円

(ﾜﾝﾌﾟﾚｰﾄﾗﾝﾁ付)

費用：申込金 500 円

タオル・布であそぼう！
費用：当日参加時に 200 円
ミニミニサーキット＆みんなで
一緒に食べるとおいしいね！

2/19
(火)

(ﾜﾝﾌﾟﾚｰﾄﾗﾝﾁ付)

費用：申込金 500 円

（お休みされても返金できません）

（お休みされても返金できません）

当日参加時に 500 円

当日参加時に 500 円

2/5(火)
(1/22・1/29 が定員に
なった時のみ)

2/26(火)
(2/12・12/19 が定員に
なった時のみ)

12 月～2 月活動の申込は、11/1（木）ひよこライブラリー終了後、12:00 より受付を開始します。
申込金が必要なプログラムに関しましては、申込時にお納めください。

3/9
(土)
3/22
(金)

13:00～

お楽しみ赤ちゃん＆ぴよクラブ(定員なし)
※無料と有料のﾜｰｸｼｮｯﾌﾟがあります。

10:30～おたのしみひよこライブラリー（定員・費用なし）
※赤ちゃん＆ぴよクラブの皆様もご参加ください。

★年間登録料 1000 円をお納め頂き、各プログラムにお申込ください。

