
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

国見ヶ丘せんだんの杜保育園 子育て支援センター通信        ２０１４．１０．２５ 

 木々の葉も色付き、朝夕の寒さを

感じるようになり、いっそう冬に近

づいてきました。空気が乾燥してき

て、体調を崩しやすいこの季節、体

調管理に十分気を付けて元気いっぱ

い過ごしていきましょう！ 

 子育て支援センターでは今月も、

さまざまな活動を用意しております

ので、お気軽にお越しください♪ 

 ☆落ち葉プール☆ 

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

でのびのび体を動かしたり、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

い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のないよう、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。 

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の受付と 

なっています。 

(12月に利用したい日があれば 

11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♫ 

育児相談 

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、どんなことでも構いません

ので、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。

すまいる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！ 

【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、相談に応じます。児童文化財(紙芝居

等)の貸し出しも行っています。 

開催します♡ 

 お子さんと一緒に利用できる「もりカフェ」をOPEN

します♪美味しいコーヒーや保育園の手作りのおやつ

を用意して皆さんのご来店をお待ちしております。 

１１月２１日(金)14:00～16:30 

(ラストオーダー16:00) 

場所：せんだんの杜保育園 サロン室 

♪メニュー♪ 

もりのティーセット♡  

(大人￥１００・子ども￥５０) 
【大学いも・ドリンク】 

ドリンクメニュー 

 ・コーヒー ・紅茶 ・麦茶 

 ・ローズヒップティー 

 ・HOTミルク ・HOTレモン 

 ・りんごジュース 

※ご兄弟一人につき＋￥５０になります。 

MORI 

はっぴーらんど 

 はっぴーらんどⅡ期がスタートして、今年も楽しい 
ミニ運動会を開催しました!!紅白に分かれてママと一緒

にプラズマカーに乗ったり、玉入れを楽しみました♪ 

最後はみんなにメダルのプレゼントがありました

秋のおでかけ 

パパランド 

 国見ヶ丘せんだんの杜保育園に
は男性保育士が６名います。その

職員が中心となって、今回は秋の

自然をテーマに、落ち葉やまつぼ

っくり、どんぐりを使った遊びを

楽しみました♪ 

子育て支援センターではこんなことをしています♪ 
『保育園園庭開放・サロン室開放』 
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月 火 水 木 金 
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５ 

・収穫祭 

10:00～12:00 

保育園 ホール 

・わらべうた 

10:15～10:45 

保育園 サロン室 

６ 

育児講座（託児有) 
「子どもの病気について」

講師：寺澤 政彦氏 

（てらさわ小児科 院長） 

10:00～11:30 

喜心寮 本館１階 

７ 

 

１０ 

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 

１１ 

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 

１２ 

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 

１３ 

離乳食講座 
10:15～11:00 
保育園 サロン室 

１４ 

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 

１７ 

ピラティス講座 

10:30～11:30 

喜心寮 本館１階 

１８ 

おはなし会 

10:15～10:45 

保育園 サロン室 

１９ 

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 

２０ 

交通安全教室 

10:00～11:00 

保育園 ホール 

 

２１ 

・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 

 

 

２４ ２５ ２６ ２７ ２８ 

 

 

 

災害時などに、お子さんに必要な物資

（オムツ、ミルク、離乳食など）を備

蓄してあります。 

１１月のカレンダー 

【おはなし会】 

ボランティアサークル「どんぐりころころ」

さんによる手遊び、絵本や紙芝居の読み聞か

せを中心とした活動です。 

 日時：平成２６年１１月１８日(火曜日) 

         12 月１６日(火曜日) 

     １０：１５～１０：４５ 

場所：保育園サロン室 

   【わらべうたの会♪】 

竹丸さんによる大人気のわらべうたの会で

す。お母さんも優しく歌ってお子さんと一緒

にゆったりした時間を過ごしませんか。 

日時：平成２６年１１月５日(水曜日) 

         １２月３日(水曜日) 

    １０：１５～１０：４５ 

場所：保育園サロン室 

１１月の予定 

〒９８１－３２０１
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 

(担当:佐藤・前田・阿部・長岡) 

はっぴーらんど第３期 参加者親子大募集！ 

親子遊びの会、「はっぴーらんど」第３期（１２月～2月）のメンバーを募集します！ 

同じ年齢の親子で集まって体操や季節にちなんだ制作などをします。主に活動する場所は

国見ヶ丘にある「喜心寮 本館１階（東北福祉大学 次世代育成支援室）」になります。 

☆対象年齢は？☆ 

０歳児「りすグループ」（平成２５年４月以降に生まれたお子さん） 

1 歳児「うさぎグループ」（平成２４年 4月～平成２５年３月に生まれたお子さん） 

２・３歳児「ぞうグループ」（平成２３年 4月～平成２４年３月に生まれたお子さん） 

☆発動日は？☆ 

グループ名 活動時間 活動日 曜日 

りすグループ① １０：１５～１０：４５ １２/１０・H2７.１/７・1/２１・２/４ 水曜日 

りすグループ② １０：１５～１０：４５ １２/1７・ H2７.1/１４・1/2８・２/1８ 水曜日 

うさぎグループ① １０：１５～１１：００ １２/９・ H2７.1/１３・２/１０・２/２４ 火曜日 

うさぎグループ② １０：１５～１１：００ １２/１１・ H2７.1/1５・２/５・２/１９ 木曜日 

ぞうグループ① １０：１５～１１：１５ １２/１２・ H2７.１/1６・1/３０・２/１３ 金曜日 

ぞうグループ② １０：１５～１１：１５ １２/１９・H2７.１/２３・２/６・２/２０ 金曜日 

☆受付期間☆ 

 平成２６年１１月４日（火）～１１月２１日（金）１８：００迄 

お電話、ご来園にて受付いたします。皆さまのご参加お待ちしております。 

ＭＯＲＩ 

 

 

♡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：１１月１３日（木）10:15～11:00 

  場所：保育園 サロン室 

  定員：５組 

  講師：丹野 紀子（管理栄養士） 

 ※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。 

お子さんと一緒に楽しく面白い英語に触れて 

みませんか？ Let´s  English♪ 

日時：１１月１０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歳になったお子さんから参加できます) 

講師：ハッカライネン・スティーブ氏 

    （グリーンハッカ英語教室） 

スティーブさんと 

英語であそぼう！ 

お申し込みはお電

話または来園にて

受付いたします 

交通安全教室 
保育園のお友だちと一緒に交通安全

教室に参加しませんか? 

日時：１１月２０日(木) 

   １０：００～１１：００ 

場所：保育園ホール 

※詳細は別紙にてお伝えいたします 

保育園のサロン室・園庭の開放はしていますので、遊びに来てね♡ 

 育児講座 

「子どもの病気について」 
寒くなるこれから季節、感染症の流行など心配

ですよね。今回の育児講座では保育園の嘱託医で

ある寺澤政彦先生をお迎えし、子どもの病気につ

いてお話を伺います。 

日時：１１月７日(木)10：00～11；00 

場所：喜心療本館1階(元次世代育成支援室) 

※詳しくは別紙をご覧ください。 


