
 

保育園の園庭やサロン室で自由に遊ぶことができます。お子さんと一緒に広い園庭 

でのびのび体をうごかしたり、サロン室のおもちゃでゆったり遊びませんか♪ 

  ★園庭・サロン室利用可能時間・・・(月)～(土)１0:00～12:00、1４:00～17: 00 

  ★ランチタイム・・・(月)～(土)１２:００～１３:００ 

   ★利用の仕方・・・保育園サロン室に来園者用紙がありますので、ご記入の上、 

近くに居る職員に一声かけてから遊んでください。 

   ★利用の際のご注意・・・お子さまから目を離すことないよう、お気を付けください。

保育園で行事のある日や感染症が流行している場合は来園

をご遠慮させていただく場合もあります。 

国見ヶ丘せんだんの杜保育園 子育て支援センター通信    ２０１４．８．２５ 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 厳しい残暑が続いていますが、体調を崩

していませんか？ 

「秋」といえば、読書の秋、食欲の秋、

芸術の秋、そして…スポーツの秋です！

外遊びも涼しい季節なので、たくさん遊ん

で、美味しいものを食べて、残暑に負けな

い丈夫な身体を作りましょう。 

保育園でも一緒に遊びましょう♪ 

MORI

♡もりのティーセット♡ 

おやつメニュー 豆乳クレープ(大人￥１００・子ども￥５０) 

ドリンクメニュー  

・コーヒー ・紅茶     ・ローズヒップティー 
・ココア  ・HOTミルク ・麦茶    
・りんごジュース(お子様用) ・ぶどうりんごジュース(お子様用) 

※ご兄弟一人につき￥５０になります。 

場所：保育園 サロン室 

 
 月に一度、保育園のサロン室にてカフェをＯＰＥＮ
しています。保育園の手作りおやつをお子さんと食べ

ながら楽しく会話を楽しみませんか？ 

日時：１０月４日(土)１０:１５～１１:００

場所：国見ケ丘せんだんの杜保育園 

対象：妊娠８ヶ月以降の妊婦さん 

託児：１０名 

＊詳細は別紙をご覧ください 

『保育園園庭開放・サロン室開
放』

スティーブさんと英語で遊ぼう！ 

 お子さんと一緒に楽しく英語で遊びませんか？ 

日時：９月２９日(月)１０:００～１０:３０ 

場所：喜心寮本館１階 

    (元 次世代育成支援室) 

定員：１０組 

 ＊１歳から参加OK 

講師：ハッカライネン・ 

スティーブ氏 

＊詳細は別紙をご覧ください 

【サークル支援】 
サークルを立ち上げたい方、また立ち

上げても何をしたらよいかわからない

方、相談応じます。児童文化財(紙芝居等

の貸し出しも行っています。 

育児に関する悩み、疑問などわからな

い点がありましたら、どんなことで構い

ませんので、いつでもお気軽にご相談く

ださい。園長、主任、栄養士、子育て支

援職員などで対応いたします。 

 

★毎週月曜日に、【すまいるタイム】を設けました。

スマイルタイムとは時間を気にせず、お子さん

のことで「誰かに相談したいな…」「これでいい

のかな…」など育児に関すること何でも結構で

す。担当保育士が在中しております。予約制とな

っています。お電話・ご来園にていつでもお気軽

にお問い合わせくださいね！ 

子育て支援センターではこんなことしています♪ 

一時預かりの受付 

就労、通院、育児軽減などによる一時預

かりの受付をしています。利用希望日の前

の月から受付となっています。(１０月に

利用したい日があれば９月１日より受付

いたします) 

何かお困りの際はご相談ください。 

 たくさんのお申込みありがとうございました！ 

登録制親子遊び「はっぴーらんど」Ⅱ期(８～１２月)は、ミニ運動会や

季節の制作、散歩などを予定しています。 

みんなで仲良く、楽しい活動にしていきましょう♪ 

はっぴーらんどⅡ期がスタートしました！ 

 些細なことでも不安な時期… 

「出産の時の痛みはどのくらい？」、「ママ友と

はいうけれど、できるのかな？」など、ママに

なる時に感じる不安を、お母さん保育士と一緒

に話てみませんか？ 

保育園の見学をしたり、育児体験談なども聞

けますよ♪ 

プレママ講座 

 親子クッキング♫  触れ合いあそび♪ 

育児相談 

９月１２日(金) 

１４:００～１７:００ 

 ふれあい たいぞう先生が訪問(^^♪ フルーツジュレ作り☆ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

月 火 水 木 金 土 

１ ２ 

はっぴーらんど 

うさぎグループ① 

(10:15～11:00) 

喜心寮 本館 1階 

３ 

わらべうた 

(10:15 ～ 10:45)

保育園 サロン室 

 

４ ５ 

はっぴーらんど 

ぞうグループ② 

(10:15～11:15) 

喜心寮 本館 1階 

６ 

８ 

第２回 

わくわくキッチン 

・肉まん 

(9:45～12:00) 

中山児童館 

９ 

 

１０ 

はっぴーらんど 

りすグループ② 

(10:15～10:45) 

喜心寮 本館 1階 

１１ 

はっぴーらんど 

うさぎグループ② 

(10:15～1100) 

保育園 ホール 

１２ 

はっぴーらんど 

ぞうグループ① 
(10:15～11:15) 

喜心寮 本館１階 

 

ＭＯＲＩカフェ 
(１４:００～１７:００) 

保育園 サロン室 

 

１３ 

１５ １６ 

おはなし会 
(10:15～10:45) 

保育園 サロン室 

１７ 

はっぴーらんど 

りすグループ① 
(10:15～10:45) 

喜心寮 本館 1階 

１８ 

離乳食講座 
(10:15～11:00) 

保育園 サロン室 

１９ ２０ 

保育園運動会 
(8:45～11:30) 

保育園 園庭 

２２ ２３ ２４ 

はっぴーらんど 

りすグループ② 

(10:15～10:45) 

喜心寮 本館 1階 

２５ 

はっぴーらんど 
うさぎグループ② 

(10:15～11:00) 

保育園 
※保育園周辺にお散歩

に行きます♪ 

２６ 

はっぴーらんど 

ぞうグループ② 

(10:15～11:15) 

喜心寮 本館１階 

 

２７ 

保育園運動会 

(予備日) 

２９ 

・おひさまくらぶ 

(10:15～10:45 )

うどう沼公園 

・スティーブさんと

英語で遊ぼう 

(10:00～10:30)

喜心寮 本館１階

３０ 

はっぴーらんど 

うさぎグループ① 

(10:15～11:00) 

保育園 ホール 

    

「おひさまくらぶ」にあそびにきてね♪ 
  毎月第４月曜日に保育園、または近隣の公園 

(うどう沼公園、とびのこ公園)で開催します！ 

日時：９月２９日(月)、１０月２０日(月) 

(１０:１５～１１:００) 

  場所： ９月・・・うどう沼公園 

１０月・・・保育園 園庭  

※年齢制限はありません。 

９･１０月の活動予定表 
【わらべうたの会】 
昔からのわらべうたや手遊びなどを 
お子さんと一緒に歌って遊びましょう♪ 
★日時： 9月 3日(水) 
        10 月 1日(水) 

10:15～10:45 
 場所：保育園サロン室 

【おはなし会】 
ボランティアサークル「どんぐりころころ」

さんによる絵本や紙芝居の読み聞かせなど

を中心とした活動です。 

★日時：9月１６日(火) 

10:15～1０:45 

 場所：保育園サロン室 

※ 自由参加となっていますが、都合により中止になる場合もあります。 

 参加希望の方は事前にお問い合わせ下さい。 

～お申し込み・お問い合わせ～ 

〒９８９－３２０５ 

仙台市青葉区国見ヶ丘７丁目１４１－９ 

国見ヶ丘せんだんの杜保育園 子育て支援センター 

TEL：０２２－２７７－１１５５ 

FAX：０２２－２７７－１１４６ 

受付時間 ９：００～１８：００ 

担当（佐藤・前田・阿部・長岡） 

http://www.kosodate-web.com/sendannomori/parents.php 

 

保健師さんとお話をしよう！ 

育児講座「子育てQ＆A」 

日頃の子育ての悩みや不安を保健師さんと 

一緒に気軽に話してみませんか？ 

日時：１０月７日（火） 10:15～１１:３０ 

場所：東北福祉大学 喜心寮 本館１階 

   （元 次世代育成支援室） 

★秋のおでかけ★ 
 
どんぐりやまつぼっくりを探したり、公園の散策

を楽しみませんか？ 

  日時：１０月３日（金）１０:３０～１２:３０ 

  場所：七北田公園  

※現地集合、現地解散(雨天時中止) 

  定員：１０組 

      ＊詳細は別紙をご覧ください 

日時：１０月６日(月)１０:３０～１２:００

場所：中山児童館 体育館 

   ＊詳細は別紙をご覧ください 

ミニ運動会開催！ 

（中山児童館共催） 

♡離乳食講座♡ 
保育園の管理栄養士が離乳食作りのポイントを 

解りやすく教えてくれます。試食もありますよ。 

  日時：９月１８日（木）10:15～11:00 

  場所：国見ヶ丘せんだんの杜保育園 サロン室 

  定員：１０組 

  講師：国見ヶ丘せんだんの杜保育園 

管理栄養士 丹野 紀子氏 

 ※定員に満たした場合は締め切りますが、後日、

個別に栄養士が相談に応じますので、お気軽

にお問い合わせください。 

日時：9月 20日（土） 

   ８:４５～１１:３０ 

場所：国見ヶ丘せんだんの杜保育園 
園庭 

 

※園行事になります。 

詳細は別紙をご覧ください。 

保育園運動会 

９月 

 詳細は別紙をご覧ください 

ホームページ 

始めました♪ 

災害時などに、お子さんのことでお困りの事があり

ましたら、保育園までご相談またはご連絡下さい。 


