国見ヶ丘せんだんの杜保育園

子育て支援センター通信
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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』

もりのこ
らんど

雪の降らない寒い冬、インフルエンザ
などの感染症も心配な時期ですね。うが
い手洗いをしっかり行い、栄養のある食
事を沢山食べて元気に過ごしていきま
しょうね。国見ヶ丘せんだんの杜保育園
子育て支援センターでは２・３月も楽し
い活動を予定しています。皆さんのご参
加をお待ちしています。

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。

《もちつき会》

♡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。

保育園のホールから「ぺったん、ぺったん」と子

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

どもたちの元気な掛け声が聞こえてきます♪

させていただく場合もあります。

地域のお友だちもお母さんと一緒に重い杵を持
って、もちつきに初挑戦！楽しい雰囲気の中で取り

育児相談

組むことができました。

一時預かりの受付

育児に関する悩み、疑問などわからない
点があれば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
で対応いたします。
《そらとぶクレヨンコンサート》
昨年度も大盛況だったそらクレコンサート♪
今年も２７組のたくさんの親子が参加され、みん
なで笑って、笑って、大笑い!!

今年の初笑いに

なったのではないでしょうか(笑)

★毎週水曜日に個別の相談の時間【すまい
るタイム】を設けました。
育児に関すること何でも結構です。
予約制となっております。

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。
(平成２７年３月に利用したい日がある
場合、２月２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♫

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♫

《はっぴーらんど☆Ⅲ期》
０歳児りす、１歳児うさぎ、２・３歳児ぞうの

獅子舞が登場！

グループに分かれて親子での遊びを行っている登
録制の親子遊びの会にも、サンタさんが来てプレ

2 月の

MORI

大好評いただいております、お子さんと一緒に
利用できる「もりカフェ」を２月も 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。
楽しく、心休まるひとときを過ごしませんか？

ゼントを受け取りました☆

今年度も多くのみなさんにご登録、ご参加頂き
ありがとうございました！

２月２０日(金)１４:００〜１６：３０
保育園サロン室
限定３０食になります
ぜひ、お友だちとお誘い合わせの上、ご利用下さい♪

♪メニュー♪
もりのティーセット♡
(大人￥１００・子ども￥５０)
【２月

いちごのババロア・ドリンク】

ドリンクメニュー
・コーヒー ・紅茶 ・ココア
・ローズヒップティー ・麦茶
・HOT ミルク ・HOT レモン
・りんごジュース

【２・３月の予定】
【わらべうたの会♪】
大人気のわらべうたの会です。

【おはなし会】
ボランティアサークル「どんぐりころころ」

１２月は保育園の保育士が行います。お母さ

さんによる手遊び、絵本や紙芝居の読み聞か

んも優しく歌ってお子さんと一緒にゆったり

せを中心とした活動です。

した時間を過ごしませんか。

場所：保育園サロン室

豆まき会は定員になりましたので、
募集を締め切らせていただきました。
お申し込み、ありがとうございました。

第４回わくわくキッチン
大好評のわくわくキッチンでお菓子を作りません
か？自分で食べても美味しく、誰かにプレゼントし
ても良いですね♡
日 時：２月７日(土) 9:45〜12:00
場 所：中山市民センター
対 象：小学生に通っているお子さん
定 員：１５名
参加費：１００円(子ども一人あたり)
申し込み：１月１９日（月）〜
※定員になり次第締め切らせていただきます。
＊詳細は別紙をご覧ください

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？ Letʼs English♪
日時：２月９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）
申し込み：１月２６日（月）〜
※初めての方優先となり、定員になり次第
締め切らせていただきます

室になります。

９
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

１０
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

１１

１６

１７
おはなし会
10:15〜10:45
保育園 サロン室

１８
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

２３
育児講座
チャイルドヨガ

金

５
はっぴーらんど
うさぎグループ②
10:15〜11:00
喜心寮 本館１階

６
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

７

１２

１３
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

１４

１９
はっぴーらんど
うさぎグループ②
10:15〜11:00
喜心寮 本館１階

２０
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

２１

※建国記念日の為、
保育園はお休みにな
ります。

土

わくわくキッチン

9:45〜12:00
対象：小学生
中山児童館

ＭＯＲＩ

２４
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

※園行事の為、
自由来園はお休み
になります。

＊MORI カフェ
開店します♪

２５
２６
※園行事の為、
自由来園はお休み
になります。

２７

保育園サロン室

２８

３月

親子でチャイルドヨガ第二弾♡

日時：２月２３日(月)10:15〜11:00
場所：喜心寮 本館１階（元 次世代育成支援室）
定員：１０組
年齢：1 歳 6 ヶ月未満のお子様と保護者の方
講師：ベビーマッサージ・赤ちゃんヨガサロン
hana＊hｗari
門脇 梢 氏
＊詳細は別紙をご覧ください

木

14:00〜16:30

喜心寮 本館１階

親子で気軽にヨガの雰囲気を楽しみながら心も
体もポッカポカ♡
お母さんもリフレッシュタイムにいかがですか？

水

４
はっぴーらんど
りすグループ①
10:15〜10:45
※集合場所はサロン 喜心寮 本館１階

10:15〜11:00

スティーブさんと英語で遊ぼう！

火
３
豆まき会
9:50〜11:00
保育園 ホール

２

１０：１５〜１０：４５

場所：保育園サロン室
※不明な点がありましたら、いつでもお問い合わせください。

豆まき会について

月

日時：平成２７年２月１７日(火曜日)

日時：平成２７年３月４日(水曜日)
１０：１５〜１０：４５
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わらべうた
10:15〜10:45
保育園 サロン室

５
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金
６

土
７

※入園説明会の為、
自由来園はお休みに
なります。

１３

１４
※卒園式の為
自由来園はお休
みになります。

〒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）

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

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。保育
園までお声掛けください。

今年度一年間、はっぴーらんどをはじめ様々な行事に参加して頂きありがとうございました。
皆さんのステキな笑顔をたくさん拝見する事が出来ました(*^_^*) 来年度も皆さんの笑顔を引
き出せるよう子育てのお手伝いを行いたいと思います。来年度もどうぞ宜しくお願い致します。

