
予約 料金

月 日 曜日 予約 料金

7月 27日 火 なかよしクラブ
10：00～11：00

プールでちゃぷちゃぷ

水あそび楽しいね�
なし なし

なし8月 3日 火 なかよしクラブ
10：00～11：00

お子さんと一緒にリフレッシュ

講師：園田美保先生ベビーマッサージ
なし

《10：00～11：30　
  　　　10月から毎週木曜日》
園庭で固定遊具や、在園児とふれ
あって遊べます。（新園舎建設中の
ため4月～9月はお休みします）
※雨天時は室内で遊べます。

なかよしクラブ
10：00～10：30

必要 なし

※参加は登録制です。保育園にお電話いただくか、開催日に起こし下さい。
　保育園の駐車場は5台までご利用できます。ご予約をお願いいたします。

なし

7月 6日 火 なかよしクラブ
10：00～11：00

お星さまにお願い～
☆たなばた飾りを作ろう☆

なし なし

なかよしクラブ
10：00～11：00

新園舎の中を見に行こう！！
園内探検隊　しゅっぱ～つ！

なし

たまごクラブ
10：00～11：00

新園舎の園内見学
赤ちゃんクラスに入ってみよう

必要

6月 22日 火

5月

なし

4月

なし

Zoomでおはなし会～わんわんタイム～
※ZoomのID・パスをお知らせするため予約制

《10：00～11：30》
9月18日（土）・10月23日（土）
11月20日（土）園舎の見学をしなが
ら保育園に遊びに来てください。
※上記以外にもいつでも見学にい
らして下さい。

必要
（予約制）

なし 駐車場5台まで

名　称 内　　容

必要
（予約制）

なし

《10：00～11：00》
保育士が乳児と関わる様子を見学
し、子育てのイメージをつかんで頂
きます。

出産前後の親
または祖父母

出産後4か月迄

たまごクラブ
（出産を迎える親の体験）

園舎見学会
※終了後おはなし会予定

保育園の利用を
検討されている

親子

25日 火 なかよしクラブ
10：00～11：00

親子で一緒に木育
木のカメラを作ってあそぼう

なし

火27日

駐車場5台まで

みずほひじり保育園
園長　佐藤佳子

℡　042-556-2652

名　　称 交通手段

《10：00～11：00》　※雨天決行
在園児とのふれあい活動や親子で
楽しめる遊びを行います。育児の悩
みなどもお聞かせください。

　私たち保育園では、認可保育園をご利用されていない乳幼児やその保護者の方々を対象に
「地域の方々とのふれあい」を目的としたクラブを行っております。保育園の子どもたちと一緒
に遊んだり、育児に関するご相談もお受けいたします。ぜひ、この機会にご参加ください。
　また5月より新園舎に移ります。木の香りのする園舎をいつでも見学にいらして下さい。

なし
（必要に応
じてあり）

なし

時間　と　内容 対　　象

ひじり
なかよしクラブ
（在園児との交流）

認可保育園を
利用されていな
い在宅の親子

（未就学児対象）

自転車
徒歩（ベビーカー）
駐車場5台まで

《10：00～12：00》　
お子さんと同年齢のクラスに入り、
日中の活動から食事までを体験して
いただきます。

なし なし
自転車

徒歩（ベビーカー）
駐車場5台まで

必要
（3組まで）

給食代
ひとり
￥280

駐車場3台まで保育所体験
（保育園の生活体験）

園庭開放

令和3年度 交流事業（子育てひろば）

年 間 予 定 表



 
    今年度、担当します
　　        　永山・三村です。
　昨年に引き続き、新型コロナウ
イルス感染症への対策を行いな
がら、皆さんと楽しい時間を過ご
せるよう頑張ります。
　皆さんのお越しをこころよりお
待ちしております。

育児相談も行います。お気軽に職員に
お声掛けください。
なかよしクラブでは毎月身体測定を行いカードに

記入してお渡ししています�

園内で写真等を撮影された方はSNS（LINE・
Facebook等）に写真等を公開しないでください。個
人情報にご配慮をお願いいたします。
予約が必要な場合は、電話にて受付します。
コロナウイルス感染症対策として来園時に検温・
消毒をさせていただきます。また体調がすぐれな
いときは無理せず、体調を整え次回の参加をお待
ちしています。

～ お ね が い ～

18日 土

なし

なかよしクラブ
10：00～11：00

1月 25日 火
絵本や手遊びを楽しもう

おはなし会～わんわんタイム～
なし なし

なし

なし

たまごクラブ
10：00～11：00

9月

園舎見学会
10：00～11：30

木の香りがい～っぱい♪
みんなで新園舎を見に行こう！

必要 なし

なし

10月

なし

2月 3日 木 なかよしクラブ
10：00～11：00

「オニはそと！」弱い心をやっつけろ

オニのお面を作って豆まき会

たまごクラブ
10：00～11：00

新しい園舎の園内見学
赤ちゃんクラスに入ってみよう

必要 なし

なし12月 14日 火 なかよしクラブ
10：00～11：00

メリークリスマス
サンタクロース登場♪

なし

火
新園舎の園内見学

赤ちゃんクラスに入ってみよう
必要

ひとり
￥280

11月 20日 土 園舎見学会
10：00～11：30

木の香りがい～っぱい♪
みんなで新園舎を見に行こう！

必要 なし

保育所体験
10：00～12：00

お子さんの年齢にあったクラスで
いっしょにあ～そ～ぼ～

必要

たまごクラブ
10：00～11：00

新園舎の園内見学
赤ちゃんクラスに入ってみよう

必要 なし

29日 金 なかよしクラブ
10：00～11：00

お菓子くれないとイタズラしちゃうぞ

仮装してハロウィンパーティー
なし なし

10月 23日 土 園舎見学会
10：00～11：30

木の香りがい～っぱい♪
みんなで新園舎を見に行こう！

必要

なし

10月 12日 火 保育所体験
10：00～12：00

お子さんの年齢にあったクラスで

いっしょにあ～そ～ぼ～
必要

ひとり
￥280

10月 2日 土 なかよしクラブ
よ～い　ドン！！

運動会に参加しよう　雨天：9日に延期
なし

なし9月 28日 火 なかよしクラブ
10：00～11：00

「これ、ちょうだい」
お店屋さんごっこでお買い物

なし

保育所体験
10：00～12：00

お子さんの年齢にあったクラスで

いっしょにあ～そ～ぼ～
必要

ひとり
￥280

なし

9月 7日 火

9月

21日

11月 9日 火

11月 16日 火

2月 8日 火

11月 30日 火 なかよしクラブ
10：00～11：00

親子で木育
お山へ散歩にしゅっぱ～つ！！

なし

3月 8日 火 なかよしクラブ
10：00～11：00

お子さんの年齢にあったクラスで
みんなであそぼう！

なし


