
 
 

 

水曜日開催 2 歳～入園前のお子様と保護者対象 9：45～11：30 

 月日 テーマ 内容 準備物他 

1 5/24 一年・初めの会 花植え 新しいお友達とご挨拶。会の内容と進め方をお話ししま

す。記念のお花を植えましょう。 

汚れてもいい服・スモック等 

2 5/31 お友達になりましょう ママカードを作り、親子でお友達を作りましょう。 ４．５月誕生会  

3 6/7 子ども探検隊 魔法の望遠鏡をもって、幼稚園を探検します。みんなで 

宝物を見つけよう。 

晴天時戸外。帽子 

4 6/14 子ども探検隊 more！ 今度は、園の外へお散歩に出かけます。どんな発見がある

かな？ 

雨天時、園内遊び。 

帽子、水筒 6 月誕生会  

5 6/21 観劇会 劇団による楽しい劇を見ましょう  

6 7/5 季節の活動 七夕飾り作り 七夕飾りを作って、星に願いを込めましょう。  

7 7/12 ミニ運動会 ミニ運動会をします。ゴールを目指してよーいドン！ ７月誕生会  

8 7/19 【百大講座】体づくり 1 単位 

  はははの話 

歯の磨き方、自信ありますか？磨きすぎると歯が削れるっ

てしっていますか？長く大事に付き合うための除菌歯磨

きに挑戦しましょう。 

一般参加可 

大人の歯ブラシ、手鏡、 

タオル 

9 8/23 季節の活動 水遊び・泥遊び 思いっきり水遊び・泥遊び！子供は大好きです。 着替え・タオル８月誕生会   

10 8/30 じゃがいもの収穫体験 園児が植えたじゃがいものおすそ分け。土の中からごろご

ろ出てきますよ。 

手袋・長靴・袋 

11 9/6 チビッコアーティストになろう 子供たちの創造力を働かせて、素敵な作品を作ります。 汚れもよい服・着替え 

12 9/13 季節の活動 お祭りごっこ 百石祭りの時期です。うちわを作ってお祭りごっこを楽し

みましょう。 

 

13 9/27 親子でアーティストになろう 前回の作品作りに引続き、親子でアート作品を作ります。 ９月誕生会  

 10/11 【百大講座】体作り１単位 

ジャザサイズ 

※いちょう体育館で開催 

ジャズダンスとエクササイズの融合した、新しい運動「ジ

ャザサイズ」。体を動かしすっきり爽快です。中村宏美講

師が指導します。子どもも一緒に動きましょう！ 

ほっとクラブ共催 

内履き運動靴・水・タオル 

ダンベル１K×2、なければ

500ml のペットボトル×2 

ヨガマットかバスタオル 

15 10/18 ハロウィンバック作り ハロウィンパーティーに使うバック作りです。 １０月誕生会  

16 10/25 季節の活動 

親子でハロウィンパーティー 

皆で仮装して、ハロウィンパーティーをしましょう！ 

お部屋をまわっておやつをもらいます。 

合言葉は「ハッピーハロウィン！」ですよ。 

各自ハロウィンの仮装や、ハ

ロウィン風な服装 

 

17 11/1 子ども探検隊 in autumn 自然の美あふれる戸外へお散歩に出かけます。自然遊びも

しますよ。 

帽子、水筒、収集袋 

18 11/8 季節の活動 焼き芋パーティー 焼き芋パーティーをします。火が燃えると心もホットに。 大きめのハンカチ        

 

19 11/15 【百大講座】 「教養」1 単位 

オータムコンサート 

秋を楽しむピアノコンサートです。親子で素敵なピアノを

聞きながら、心に栄養を届けましょう。 

❤ほっとクラブ 

20 11/22 絵本の入り口 絵本は心の栄養。子どもに届く絵本について学びます。 11 月誕生会❤ほっとクラブ 

21 12/13 ミニお遊戯会 素敵な衣装でお遊戯会ごっこ。ママたち、カメラをお忘れ

なく！ 

 

22 12/20 季節の活動 クリスマス飾り作り クリスマスの飾りをつくって、気分を盛り上げよう。 12 月誕生会  

23 1/17 季節の活動  雪遊び 間木公園にソリすべり。防寒しっかりお願いします。 防寒具 

24 1/24 百大講座 「子育て法」1 単位 

子どもの発達を促す 育脳体操ＢＢＡ 

子どもも大人も元気になれる、自分の力を十分に発揮でき

る、育脳体操を学びましょう。親子で一緒に行います。 

❤ほっとクラブ 

25 1/31 季節の活動 豆まき会 鬼の面を作ったら、さっそく豆まき！鬼は外～福は内～ 1 月誕生会  

26 2/7 お友達と遊びましょう 同じ年齢の在園のお友達と遊びます。一年間の活動で成長

したところが分かります。 

 

27 2/14 季節の活動 ひな人形作り お雛様を作りましょう。健康への願いを込めて。 2・3 月誕生会  

28 2/21 一年・終わりの会 終わりの会です。一年を振り返りながら、お別れ会をしま

しょう。 

❤ほっとクラブ 

平成 29年度 認定こども園百石幼稚園 

親子教室「遊びの広場」年間活動予定表 



遊びの広場は、子供の天国ママのオアシスを合言葉に、子育て期の親子が楽しく過ごしながら、より良い育ちを促

すことのできる活動の場です。 

活動は、【成長＝子供たちが楽しむ活動】【情操＝季節を感じる活動】【知識＝育児の学びになる活動】の 3 つの分野

で構成されています。 

百幼大学講座は、会員以外の方も参加可能です。お友だちを誘ってご参加いただけます。お待ちしております。 

 

 

 

 

子育てほっと❤クラブは０歳の赤ちゃん連れのお母さんが気軽に出かけられる、親子の居場所づくりを目的に

しています。専任のスタッフがいて子育ての悩み相談もできます。他のママとお友達になることもあります。 

子どもはかわいいけれど、気持ちも体も大変な乳児期子育て。ホット一息つける心の居場所へぜひお越しく

ださい。参加無料・利用登録が必要です。 メール登録ができます。 

恵みカフェＳＨＯＰ 

 百石幼稚園の小さな白い建物。それが「恵みカフェ」子育てを楽しんだりパワーをもらったりできる、とって 

おきの場所です。今年は、定期で恵みカフェＳＨＯＰをオープンします。どなた様でもご利用下さい。 

日時 テーマ 内容 

5/1（月）10：30～12：30 紙バンドかご特別受注会 Happy Drops さんの大人気かごの特別受注会です。好きな大きさの

かごを注文できます。完成品販売もあります。 

6/2（金）10：00～13：00 布小物販売 丁寧な作りが評判の candy drop さんの、人気ショップがオープン。

恵みカフェ特別価格でお得に販売します。 

8/19（土）10：00～13：00 直傳靈氣 心も体もほっこりの、リラックス体験です。ベットに横たわるだけ

で、時を忘れてうっとりの世界！要予約です。 

10/3(月) 出展者交渉中 恵みカフェＳＨＯＰはどなた様でもご利用できます。

お友だちを誘ってぜひお越しください！ 
12/20（水） 〃 

2/3（土）11：00～13：00 布製品受注販売会 6月の candy dropさんが入園に必要な布小物の受注を受けつけます。 

≪利用方法≫ 

 

お申込み・お問い合わせは⇒認定こども園百石幼稚園 0178-52-5225 まで 

メール yoshida@momo-kg.com   ホームページ http://www.momo-kg.com  の申し込みフォームからどうぞ！ 

 開催日 備考  開催日 備考 

1 6/1  12 10/19  

2 6/8 こももさんの、ヘルプお料理試食会付 13 11/15 ※水曜日 コンサート 

3 6/15  14 11/22 ※水曜日 講話 絵本の入り口 

4 6/22  15 12/14  

5 7/6  16 1/18  

6 7/13  17 1/24 ※水曜日 百幼大学 

7 7/20  18 2/1  

8 8/24  19 2/8  

9 9/7  20 2/15  

10 9/14  21 2/22 ※水曜日 終わりの会 

11 10/11 ※水曜日 いちょう体育館でジャザサイズ（持ちものは、広場の予定表参照） 

親子の居場所 子育て「ほっと❤クラブ」 

◎木曜日（水曜日もあり）に０～２歳のお子様と保護者対象で行っている、親子登園教室です。 
◎普段は、ホールを開放し親子で過ごします。 

◎10：00～11：30 の間なら、いつでも入退出自由に参加できます。 

mailto:yoshida@momo-kg.com
http://www.momo-kg.com/

