
月 火 水 木 金 土 日
3☆予約日 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14☆予約日 15 16

看護師講座「楽しく歯磨き」
10:00～11:00

０歳～就学前　10組
予約制

給食を食べよう
11：15～12：00
1歳半～就学前　3組

予約制

★17 18 19 20 21 22 23
建物開放

「新聞紙遊び」
10：00～11：00
0歳～就学前　10組

予約制

給食を食べよう
11：15～12：00
1歳半～就学前　3組

予約制

★24 25 26 27 28 29 30

31 11/1☆予約日

休休

べびーぱぁく
「マンスリーバースデイを

お祝いしよう」

10:00～11:00
０歳　10組

予約制

ひよこ
「親子のふれあい遊び」
～自然とあ・そ・ぼ～
10：00～11：00
1歳　10組　予約制

誕生会・身体測定
10:00～11:00

０歳～就学前　10組
予約制

こっこ
「体を動かして遊ぼう」

10：00～11：00
2歳～就学前　10組

予約制

くるくる
「カメラ制作」

10：00～11：00
0・1歳　10組

予約制

月替わり特別講座
「ハロウィンパーティー」

10：00～11：00
2歳～就学前　10組

予約制

すべての講座は予約制とさせていただきます。ご参加希望の方は、
下記の日時に電話予約をお願いいたします。

☆10/3  13時～ (10/4～10/14ご予約分）
☆10/15  13時～（9/16～10/3ご予約分）

★10/17・10/24の講座のみ10/3からご予約いただけます。
予約日以降もお電話お待ちしております。空き状況も電話にて

いつでもお問い合わせください。

月替わり特別講座
「ハロウィンパーティー」

10：00～11：00
0・1歳　10組

予約制

ぺたぺた
「カメラ制作」

10：00～11：00
2歳～就学前　10組

予約制

休

きしゃぽっぽ
（３回連続講座2回め）
「レストランごっこを

しよう」
10：00～11:00

0歳～就学前　10組
予約制

たまご
「親子のふれあい遊び」
～自然とあ・そ・ぼ～
10：00～11：00
0歳　10組　予約制

きしゃぽっぽ
（３回連続講座3回め）

「ワークショップで
お悩みを懇談しよう」

10：00～11:00
0歳～就学前　10組

予約制

誕生会・身体測定
10:00～11:00

０歳～就学前　10組
予約制

休 休

誕生会・身体測定
10:00～11:00

０歳～就学前　10組
予約制

あおいとり通信

休休

くるくる
「とんぼ制作」

10：00～11：00
0・1歳　10組

予約制

園庭開放
「かげ遊び」

10：00～12：00
0歳～就学前　10組

予約制

休 休

くるくる
「とんぼ制作」

10：00～11：00
2歳～就学前　10組

予約制

園庭開放
「しゃぼん玉」

10：00～12：00
0歳～就学前　10組

予約制
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建物開放
「手形・足形アートの会」

10：00～12：00
0歳～就学前　10組

予約制

きしゃぽっぽ
（３回連続講座1回め）
「レストランメニューを

作ろう」
10：00～11:00

0歳～就学前　10組
予約制

社会福祉法人東萌会埼玉東萌保育園内

地域子育て支援センター

あおいとり
越谷市川柳町1-582-1

ＴＥＬ 048-973-7463
（8：30～16：30）

支援センターでは、感染症予防対策として以下の事を実施いたします。

*手が触れるドアノブや玩具などの表面は、消毒用アルコールや次亜塩素酸ナトリウムによる消毒を行います。

*定期的な換気を行います。

*咳エチケットを行います。（マスクの着用、ティッシュやハンカチで口や鼻を覆う）

*職員は出勤前に体温を計測し、発熱や呼吸器症状が認められた場合は出勤いたしません。過去に発熱が

認められた場合は、解熱後24時間以上が経過し、呼吸器症状が改善傾向となるまで出勤いたしません。

*人が密集しないよう、講座は予約制とさせていただきます。また密にならないよう配慮を行い、

コーナー保育を設定します。

子育てについてのお悩みや不安、その他何でもご相談ください。

みなさまの心の負担が少しでも軽くなるように一緒に考えていきましょう。

また必要に応じて専門機関と連携をとりながら対応いたします。 安心してご相談ください。



誕生会・身体測定

10月3日・21日

0歳～就学前 各日10組

みんなで10月生まれのお子さまの

お祝いをしましょう。

お誕生月のお子さまには手形を飾れる

スタンドをプレゼントいたします。

誕生月でない方も身体測定をしたり

手形を押したりしますので、

ぜひご予約ください。

『親子のふれあい遊び』

～自然とあ・そ・ぼ～

たまご（0歳）10月17日 ひよこ（1歳）24日

親子でふれあい遊びをしたり、

親子で保育園の近くをお散歩しましょう。

雨天時はお部屋で遊びます。

『体を動かして遊ぼう』

こっこ（2歳～就学前）31日 各日10組

親子で楽しくふれあい遊びをしたり、体育遊具で

体を動かしたりして遊びます。

保護者の方も動きやすい服装でご参加ください。

月替わり特別講座『ハロウィンパーティ』

10月25日 0・1歳

10月26日 2歳～就学前

材料費50円 各日10組

カボチャの王冠と手持ちのコウモリを

作ります。保育園の先生からプレゼントも

もらって飾りましょう。

ぺたぺた(制作)『カメラ制作』

10月20日 2歳～就学前

10月27日 0・1歳

材料費50円 各日10組

カラーセロファンで色を変えられる

カメラを作ります。

くるくる（制作)『とんぼ制作』

10月6日 2歳～就学前

10月13日 0・1歳

各日10組

クリアファイルにカラーテープを貼り

とんぼを作ります。制作物は月末か

翌月にカレンダーにしてお渡しします。

3回連続講座『きしゃぽっぽ』

10月5日・12日・19日 0歳～就学前 10組

同じ年ごろのお子さまを子育てしている方同士、お悩みや

情報の共有をしながら楽しく子育てをしていきましょう。

1日目にレストランのメニューを作り、

2日目にはレストランごっこをして遊びます。

材料費として50円集金させていただきます。

園庭開放 11：30～12：00

0歳～就学前 各日10組

10月7日『しゃぼん玉』

10月14日『かげ遊び』

保育園の園庭で遊びましょう。

※10：00～11：30はあおいとり保育室で

遊んでいただけます。

※雨天・荒天の場合は建物開放となります。

『給食を食べよう』10月11日・18日

11：15～12：00 1歳半～就学前 各日3組

保育園の給食を試食してみませんか。

大人300円・お子さま200円

べびーぱぁく

『マンスリーバースデイをお祝いしよう』

10月28日 0歳 10組

0歳みんなでマンスリーバースデイをお祝い

しませんか。写真を撮ったり、手形を

押したりして楽しい時間を過ごしましょう。

身体測定もできます。

看護師講座『楽しく歯みがき』

10月11日 歯みがきに関心のある方 10組

歯みがきについて看護師から話を聞きます。

ご相談もできますのでぜひご参加ください。

講座中、お子さまは玩具で遊んでいただけます。

建物開放

0歳～就学前 各日10組

10月4日『手形足形アートの会』

ご自由に手形足形をとっていただけます。

ペンやシールもございますので、

世界に一つだけの作品をお作りください。

10月18日『新聞紙遊び』

新聞紙で遊びましょう。ビリビリしたり、

集めて投げたりしてお楽しみください。

秋の風が爽やかな季節となりました。10月の『たまご』『ひよこ』では～自然とあ・そ・ぼ～をテーマに、保育園の近

隣をお散歩します。秋を探しにみんなでおでかけしましょう。お散歩で拾ったものを集めて、あおいとりのお部屋や園庭

で遊びます。普段忙しく生活している中で、 木々の色づきや葉っぱを踏む音、手を繋いで歩いているお子さまのとの影や

手のぬくもりなど、ゆっくり感じる時間もとれないと思います。同じ年頃のお友だちと一緒に秋を感じましょう。

※今月の『たまご・ひよこ』の予約日を変更しています。10月3日13：00～受付しますのでよろしくお願いいたします。


