
 

                    

                      水曜日開催 2 歳～入園前のお子様と保護者対象 9：45～11：30 
 

 

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。 
＊今年は自然遊び・外遊びを中心に活動します。活動は戸外中心で行う予定です。 

 汚れてもよい服装でおこしください。お着替えもお忘れなく！小雨決行！！雨も自然の恵み。 

子供たちにもたくさんの恵みを与えてくれます。保護者の方も童心に返ってお子様と同じ目線、 

同じ感覚で楽しみましょう。きっと新しい発見があります。 （持ち物・・帽子、着替え、レインコート、水筒に

 月日 テーマ 内容 準備物他 

1 5/２０ 一年・初めの会 バケツ稲の田植え 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。田植え体験をしましょう。 

汚れてもいい服・スモック等 
 

2 5/２７ 子ども探検隊① オリジナルバケツ作り 園庭探検＆手づくりバケツをつくります。 

自分だけのオリジナルバケツになります。 

４．５月誕生会スモック 
★身体測定 

3 6/３ 子ども探検隊② 春の宝探し 幼稚園を探検します。バケツを持ってみんなで宝物を見

つけよう。 

 

4 6/１０ 子ども探検隊③ 畑にお散歩 畑でハーブを植え、草取りをします。 6 月誕生会長靴、軍手 
★身体測定 

5 6/１７ 子ども探検隊④ 春のブーケ作り 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？ 

 

6 6/２４ 子ども探検隊⑤ かかし作り 稲を守るかかしをつくりましょう。  

7 7/８ 押し花でのしおり作り 自然遊びで集めたお花を使ってしおりを作ります。 ７月誕生会  
★身体測定 

8 7/1５ 絵本の入口 絵本は心の栄養。子どもに届く絵本について学びます。 ほっと❤クラブ 

9 8/１９ 水遊び・泥遊び 思いきり水遊び・泥遊び！子供は大好きです。 着替え・タオル 
ほっと❤クラブ 

10 8/２６ 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 
８月誕生会 ★身体測定 

11 9/２ 自然アート 子供たちの創造力を働かせて、素敵な作品を作ります。 汚れてもよい服・スモック 

12 9/９ 自然アート 前回の作品作りに引続き、親子でアート作品を作ります 汚れてもよい服・スモック 

13 9/１６ 子ども探検隊⑥ 稲刈り･稲干し 春に植えたお米の収穫を行います。 スモック 

14 ９/２３ 子ども探検隊⑦ 稲の脱穀 干した稲を脱穀します。親子で協力して行いましょう。 ９月誕生会  
★身体測定 

15 10/７ くま隊長と子ども探検隊 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。 

 

16 10/14 おにぎり＆味噌汁でホッと一息 育てたお米のお味は？ 幼稚園手作りの味噌で作る。味

噌汁もいただきます。 

１０月誕生会  
★身体測定 

17 10/21 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 
ほっと❤クラブ 

18 10/28 子ども探検隊⑧ 秋の宝探し 秋のお山にお散歩！どんなものがあるかな。  

19 11/４ 子ども探検隊⑨ 葉っぱで大変身     色とりどりの葉っぱを使って遊びましょう。 11 月誕生会  
★身体測定 

20 11/11 オータムコンサート 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 

21 11/１８ 子ども探検隊⑩リース作り お米のわらでリース作りに挑戦します。  

22 １１/24 子ども探検隊⑪ハーブティー作り 育てたハーブで心も体もリラックス♡しましょう。 今週だけ 火曜日 
ほっと❤クラブ 

23 12/２ 子ども探検隊⑫シューキーパー作り 冬の手仕事に親子で挑戦します。 防寒具 

24 1２/９ 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。 防寒具 12 月誕生会  
★身体測定 ほっと♡クラブ 

25 １２/１６ アロマでリラックスタイム 寒い冬にアロマの香りで＆マッサージでリラックス。 防寒具  

26 １/２０ 子ども探検隊⑬ 雪遊び 氷って…冷たい！実際に触って体験します。 防寒具 1 月誕生会  
★身体測定 

27 １/２７ お友達とお外で遊びましょう 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。 

防寒具 2・3 月誕生会  
 

28 2/１０ 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 
★身体測定 

令和２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



お茶、タオル） 

令和 2年度 認定こども園 百石幼稚園 

 

 
 
 
        
 
 
 

 

 ほっと♡クラブ 予定表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
                       ≪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！ 
                 

 

 

         
 

親子の居場所 子育て「ほっと  クラブ」 
 

◎水曜日に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。 

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。 
予定が記入されている会は 

遊びの広場と合同です。 
 

 月日 内容 場所 

1 5/２０  百幼 

2 5/２７ 身体測定 （大きくなったかな身長体重を計ってみましょう） 百幼 

3 6/３            百幼 

4 6/１０ 身体測定 （大きくなったかな身長体重を計ってみましょう） 百幼 

5 6/１７  百幼 

6 6/２４  百幼 

7 7/８ 身体測定 （大きくなったかな身長体重を計ってみましょう） 百幼 

8 7/1５ 絵本の入口 百幼 

9 8/１９ 水遊び・泥遊び 百幼 

10 8/２６ 身体測定 （大きくなったかな身長体重を計ってみましょう） 百幼 

11 9/２  百幼 

12 9/９  百幼 

13 9/１６  百幼 

14 ９/２３ 身体測定 （大きくなったかな身長体重を計ってみましょう） 百幼  

15 10/７  百幼 

16 10/14 身体測定 （大きくなったかな身長体重を計ってみましょう） 百幼 

17 10/21 焼き芋パーティー 百幼 

18 10/28  百幼 

19 11/４ 身体測定 （大きくなったかな身長体重を計ってみましょう） 百幼 

20 11/11 オータムコンサート 百幼 

21 11/１８  百幼 

22 １１/24(火) 今週だけ火曜日です！ 百幼 

23 12/２ ハーブティーでリラックス 百幼 

24 1２/９  百幼 

25 １２/１６ アロマでリラックスタイム 
身体測定 （大きくなったかな身長体重を計ってみましょう 

百幼 

26 １/２０  百幼 

27 １/２７ 身体測定 （大きくなったかな身長体重を計ってみましょう） 百幼  

28 2/１０ 一年・終わりの会 

身体測定 （大きくなったかな身長体重を計ってみましょう） 

百幼 

 

イベント開催予定 
活動予定以外にも、イベントを 

予定しています。ぜひお友達を誘

ってご参加ください。 
詳細は、決定次第お知らせいたし

ます。 


