★あいゆう園であそぼう★
活動時間 １０：１５～１１：５０(平日) 園庭・子育て支援室で自由に遊びましょう♪
◎水筒、タオル、上履き、靴を入れるビニール袋を用意してください
園庭開放 ９：００～１４：００(月～金) (土曜日は９：００～１２：００)
※行事等の都合により、お休みや変更となる場合があります

７月
月
２

火
３

水
４
給食をたべよう

木
５

金
６

親子 de リトミック①

１才

（H27.4.2 生～H28.4.1 生）

(プールあそび)

プールあそび (H28.4.2 生～H29.4.1 生)

11：00 集合 (11：30 頃食べる予定です)

(H27.4.2 生～H28.4.1 生)
15 組限定 7/2 申込〆切

(プールあそび)

９

１０
お散歩ごっこ(ほおずき市)

１１

１２

１３

りんご組
A グループ

りんご組
B グループ

(プールあそび)

１６

龍ケ崎観音へ行きます
※詳細は、別紙参照
（※雨天 → 中止）

１７

３組限定

親子で 500 円

※2 日より受付を開始します

(プールあそび)

１８

親子 de リトミック②

１９

誕生会

２０
お休み

(H27.4.2 生～H28.4.1 生)
15 組限定 7/11 申込〆切

(プールあそび)

７月生まれの子 10 組限定

２３

２４

２５

２６

２７

(プールあそび)

(プールあそび)

(プールあそび)

(プールあそび)

(プールあそび)

３０

３１

１才
(プールあそび)

プールあそび (H28.4.2 生～H29.4.1 生)

＊7/23 からの夏休みのちゅうりっぷは、未就園児の活動を充実させる為、小学生や
幼稚園等に在園しているお子さんは参加できませんのでご了承ください。

★りんご組(H27.4.2 生～H28.4.1 生)は各グループ会員制の未就園児親子クラスです。登録が必要ですので問い合わせください。
りんご組や、予約・申込みが必要なものへの欠席時は、必ず連絡をお願い致します。
は有料となります。
※園内での怪我や事故については責任を負いかねますので、お子様から目を離さない様お願い致します。

予約・問い合わせ あいゆう園 0297-64-3333 (平日 9：00～14：00)

★あいゆう園であそぼう★
活動時間 １０：１５～１１：５０(平日) 園庭・子育て支援室で自由に遊びましょう♪
◎水筒、タオル、上履き、靴を入れるビニール袋を用意してください
園庭開放 ９：００～１４：００(月～金) (土曜日は９：００～１２：００)
※行事等の都合により、お休みや変更となる場合があります

６月
月

火

水

木

金
１
お休み

４

５

お休み
１１

６

７

８
給食をたべよう

１才

（H27.4.2 生～H28.4.1 生）

(H28.4.2 生～H29.4.1 生)

11：00 集合 (11：30 頃食べる予定です)

３組限定

親子で 500 円

※1 日より受付を開始します

１２

１３

１４

１５

１９

２０

２１

２２

たつのこ山ステージに
10：30 集合、終わり次第解散
＊水筒、タオル、帽子持参

お休み

１才

２５

２６

親子 de リトミック①
(H27.4.2 生～H28.4.1 生)
15 組限定 6/5 申込〆切

１８
お散歩ごっこ

お休み

(H27.4.2 生～H28.4.1 生)
15 組限定 6/18 申込〆切

２８

２９

(H28.4.2 生～H29.4.1 生)

（※雨天 → 中止）

誕生会

親子 de リトミック②

２７
りんご組
A グループ

りんご組
B グループ

６月生まれの子 各 10 組限定

★りんご組(H27.4.2 生～H28.4.1 生)は各グループ会員制の未就園児親子クラスです。登録が必要ですので問い合わせください。
りんご組や、予約・申込みが必要なものへの欠席時は、必ず連絡をお願い致します。
は有料となります。
※園内での怪我や事故については責任を負いかねますので、お子様から目を離さない様お願い致します。

予約・問い合わせ あいゆう園 0297-64-3333 (平日 9：00～14：00)

ちゅうりっぷマークの日

親子 de リトミック

支援室のおもちゃを使って遊んだり、自由な遊びの日です。
2 歳児 (H26.4.2 生～H27.4.1 生)
11：30 からは絵本読みや手あそびをしたり、音楽に合わせて
リズム体操を行います!!
０・１・２歳児対象

１才

１歳児対象

その月に誕生日を迎える子対象

誕生会

注意事項 ： 誕生会へ参加希望の方は事前に予約
をお願いします。 お子さんへのﾊﾞｰｽﾃﾞｰｶｰﾄﾞを
保護者の方に作っていただきます♥(10 組限定)
なお、定員になり次第締め切ります。

音楽やﾋﾟｱﾉに合わせて親子で体を動かしたり、
楽器を使って遊んだりします。
①②は同じ内容のものを行います。
対象年齢

：

２歳児

予約方法

：

９：００～１２：００に電話で予約を受け付けます。
『あいゆう園であそぼう』 に記載してある締切日まで
に申し込みをお願いします。
なお、定員になり次第締め切ります。

ぜひお気軽に遊びに来てください♪

給食をたべよう

りんご組
A グループ・B グループ共に会員制の未就園児親子クラスです。
季節の製作や手あそび、絵本、体を動かすなど、様々な活動を
します。

あいゆう園では長年に渡り、園内調理による給食を
提供しています。園児たちが食べている給食を親子で体験
することができます。(※初めて給食を食べる方を優先します)
対象年齢

対象年齢 ： ２歳児

(H27.4.2 生～H28.4.1 生)

注意事項 ： 前期５回 2,500 円 、後期 10 回 5,000 円です。
(※料金は申込時にお支払い頂きます)
前期りんご組は定員に達した為
募集を締め切りました。

(H27.4.2 生～H28.4.1 生) １５組限定

：

２歳児 (H27.4.2 生～H28.4.1 生) ３組限定
給食代は親子で５００円です。
追加を希望される場合は １ 食 ２５０円です。

予約方法 ： 7 月は 2 日より申し込みを開始します。(９：００～１２：００)
持 ち 物 ： 給食セット、コップ、おしぼり、水筒、上履き
※すべて親子分持参
給食は１１：３０頃食べる予定です。(１１：００集合)
お休みする場合は、前日までに園へ連絡してください。

プールあそび

お散歩ごっこ

プールあそびと書いてある、ちゅうりっぷマークの日です
雨天時は室内遊びとなります

龍ケ崎観音の、ほおずき市へ行きます
雨天は中止です

歳児

(H26.4.2 生～H27.4.1 生)

◎持ち物 ： 水筒、帽子、タオル
◎持ち物 ： 着替え、タオル、水筒、上履き、帽子、
濡れたものを入れる袋 など

◎ベビーカーでの参加も可能です
◎１０：３０に光順田公園へ集合してください(龍ヶ崎消防署の隣です)

◎オムツでの水(プール)あそびはご遠慮ください
水着やパンツなど濡れてもいい服装で来てください
◎保護者の方も、濡れてもいい服装(ビーチサンダル
等)で来てください
※未就園児対象ですので、在園児や小学生の
お子さんはご遠慮ください
問い合わせ ： あいゆう園
( 平日

０２９７－６４－３３３３
９：００～１４：００ )

◎車はヤオコー駐車場へ停めてください(消防署側へ)
◎参加人数把握のため、希望者は７月６日までに園へ
ご連絡をお願いします
予約 ・ 問い合わせ ： あいゆう園 ０２９７－６４－３３３３
( 平日 ９：００～１４：００ )

あいゆう園で
たのしくあそびましょう
10：15～10：30 → 来園時間
11：40～11：50 → 降園時間
玄関は施錠していますので、上記時間にご協力ください
対象年齢 ： ０・１・２歳児の未就園児
活動内容 ： リズムあそび、親子ふれあい体操、
季節の製作、絵本の読み聞かせ 等
持 ち 物 ： 上履き、靴入れ用のビニール袋
水筒、タオル 等
注意事項
○予約は、毎月発行のあいゆう園であそぼうを
参考にしてください (一部有料)
○予約したものに欠席される場合は、園へ連絡を
お願い致します
予約 ・ 問い合わせ あいゆう園
0297 - 64 - 3333 (平日 9：00～14：00)

