★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

１月
月
１

火
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水
３

明けまして、おめでとうございます。
平成 30 年も、子育て支援をよろしくお願い致します。
1/1～1/3 は年始休暇の為お休みです。 1/4～1/5 は冬休みの為お休みです。
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お休み
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りんご組
A グループ①

お休み
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りんご組
A グループ②

りんご組
B グループ②
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給食をたべよう②

２４

１９
給食をたべよう①
（H26.4.2 生～H27.4.1 生）

(H26.4.2 生～H27.4.1 生)
20 組限定 1/11 申込〆切

２２

(H26.4.2 生～H27.4.1 生)
20 組限定 1/24 申込〆切

１７

金
５

親子 de リトミック①

りんご組
B グループ①

親子 de リトミック②

１０

木
４

３組限定

親子で 500 円

11：00 集合 (11：30 頃食べる予定です)
※9 日より受付を開始します

２５

２６

３１

（H26.4.2 生～H27.4.1 生）
３組限定

親子で 500 円

11：00 集合 (11：30 頃食べる予定です)
※9 日より受付を開始します

★りんご組(H26.4.2 生～H27.4.1 生)は各グループ定員 15 名の会員制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、ちょっとした季節の製作
2 歳児 (H26.4.2 生～H27.4.1 生)
などをする、自由な遊びの日です。

音楽やﾋﾟｱﾉに合わせて親子で体を動かしたり、楽器

11：30 からは子育て支援担当の保育教諭による絵本読みや手あ
そびをしたり、音楽に合わせてリズム体操を行います!!
(５分～１０分程度)

①②は同じ内容のものを行います。

を使って遊んだりします。

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。

対象年齢 ： ０・１・２歳児
注意事項 ： 予約は必要ありません。
ぜひお気軽に遊びに来てください♪

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。
対象年齢 ： ２歳児

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。

給食をたべよう
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

(H26.4.2 生～H27.4.1 生)

注意事項 ： 前期・後期それぞれ 5,000 円です。
(１回あたり 500 円)
後期りんご組は定員に達した為
募集を締め切りました。

２０組限定

『あいゆう園であそぼう』 に記載してある締切日まで

りんご組
A グループ・B グループ各１５名の会員制未就園児親子クラス

(H26.4.2 生～H27.4.1 生)

：

２歳児 (H26.4.2 生～H27.4.1 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 ： ９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。

★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

12 月
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木
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７
給食をたべよう①

８

＊2017 年はちゅうりっぷに参加いただき、ありがとうございました。
来年もよろしくお願い致します。
＊12/25～28 は冬休みの為お休みです。
＊12/29～1/3 は年末年始休暇の為お休みです。
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B グループ①

（H26.4.2 生～H27.4.1 生）

11：00 集合 (11：30 頃食べる予定です)

(H26.4.2 生～H27.4.1 生)
20 組限定 12/4 申込〆切
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２２
親子 de リトミック②

３組限定

親子で 500 円

※1 日より受付を開始します
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りんご組
A グループ②

りんご組
B グループ②

お休み
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２０
クリスマス クッキング① クリスマス クッキング②

親子 de リトミック①

参加料 親子で 500 円
(H26.4.2 生～H27.4.1 生)
12 組限定 12/1～12 申込期間
①か②を選んで申込ください

参加料 親子で 500 円
(H26.4.2 生～H27.4.1 生)
12 組限定 12/1～12 申込期間
①か②を選んで申込ください
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２９

お休み

お休み

お休み

お休み

お休み

お休み

(H26.4.2 生～H27.4.1 生)
20 組限定 12/19 申込〆切

★りんご組(H26.4.2 生～H27.4.1 生)は各グループ定員 15 名の会員制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)

日
会
内

時 ： １２月 19 日(火)または１２月 20 日(水)
※どちらかを選んで参加
１０：３０集合 (すぐにクッキングを開始しますので、遅れないようにしましょう)
場 ： あいゆう園 、子育て支援室
容 ： クリスマスケーキ作り

持ち物 ：

エプロン、三角巾、マスク、タオル、水筒、
フォーク または スプーン、
上履き(スリッパ)、靴を入れるビニール袋
参加費 ： 親子で 500 円（つり銭のないようご協力ください）
◎注意事項
＊12 組限定、１２月 1 日～12 日の期間内に申込ください。
２歳児対象 (H25.4.2 生～H26.4.1 生)
＊弟 ・ 妹の参加は可能です。
追加を希望される場合は、250 円でご用意できます。
＊料金は当日お持ちください
＊お休みされる場合は、園へご連絡ください

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)

