
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  １日(土) 

  クローズ 

３日(月) ４日(火) ５日(水)  

げんきっこ広場 

＊シール遊び 

 

げんきっこ広場 

＊シール遊び 

＊アンパンマンの園庭で遊ぼう★ 

9:20～10:00 

【5 限定組】 

※雨天は広告紙遊びをします。 

9:20～10:00【限定５組】 

６日(木)  ７日(金)  ８日(土) 

０歳広場 9:20～10:00 

１・２歳広場 10:30～11:10 

＊ハロウィン制作をしよう 

※園にあるもので作りますの

で、材料費はいりません。 

げんきっこ広場 

＊小麦粉粘土を一緒に作ろう 

①9:20～10:00②10:30～11:10  

※予約時にアレルギーがない

か確認させていただきます。 

クローズ 

10 日(月) 11 日(火) 12 日(水) 

スポーツの日 

 

げんきっこ広場 

＊ぽっとん落とし 

げんきっこ広場 

＊ボール遊び（玉入れ） 

13 日(木)  14 日(金)  15 日(土) 

渡辺留美子先生による 

『親子で楽しいリトミック』 

対象：1 歳～３歳位のお子様 

10:00～11:00【限定 5 組】 

瀧川知子先生による 
『ママとベビーの心地よい 

抱っこのおはなし』 

対象：首すわりからあんよまでのお子様 

10:00～11:00【限定 5 組】 

クローズ 

17 日(月) 18 日(火) 19 日(水) 

げんきっこ広場 

＊ままごと遊び 

 

げんきっこ広場 

＊ままごと遊び 

 

園行事のためクローズ 

 

 

 

 

 

 

 

☆ 

水呑こども園 なかよし広場 

10 月のスケジュール 
*完全予約制です！ 

 

＊げんきっこ広場は３つの時間に分けて５組ずつの 

完全予約制になります☆５～10 分前には入室可能です。 

① 9:20-10:00  ②10:30-11:10   ③13:00-13:40 

 
＊子育て支援室に遊びに来られた日から 2 日以内に発熱等がありましたら、念のため、園に連絡

を入れてくださいますようお願いいたします。 

＊解熱後 24 時間以上が経過し、風邪症状（のどの痛み、咳、鼻水）等が改善傾向となるまでは

ご利用をお控えください。 

 

※ホームページに詳しく載せています(^^)/ 



20 日(木)  21 日(金)  22 日(土) 

＊アンパンマンの園庭で遊ぼう★ 

10:00～10:40 

【限定 5 組】 

※雨天はミニカー遊びをします。 

10:00～10:40【限定 5 組】 

０歳広場 10:30～11:10 

１・２歳広場 9:20～10:00 

＊ハロウィン制作をしよう 

※園にあるもので作りますの

で、材料費はいりません。 

クローズ 

24 日(月)  25 日(火) 26 日(水) 

10月生まれの誕生会🎂 

10:00～10:40【5 組限定】 

今月誕生日のお友達を一緒にお

祝いしましょう♪ 

げんきっこ広場 

＊紙コップおばけ作り 

※園にあるもので作りますの

で、材料費はいりません。 

＊アンパンマンの園庭で遊ぼう★ 

①9:20～10:00②11:00～11:40 

【限定 7 組】 

※雨天は中止です。 

27 日(木) 28 日(金) 29 日(土) 

＊アンパンマンの園庭で遊ぼう★ 

①9:20～10:00②11:00～11:40 

【限定 7 組】 

※雨天は中止です。 

げんきっこ広場 

＊絵の具遊び 

クローズ 

31 日(月) 11 月１日(火) 11 月２日(水) 

げんきっこ広場 

＊『おはなし会』 

※大型絵本やペープサートを 

親子で一緒に楽しみましょう 

げんきっこ広場 

＊ボーリング遊び 

げんきっこ広場 

＊ボーリング遊び 

11 月３日(木) 11 月４日(金) 11 月５日(土) 

文化の日 

 

＊子育て支援室に遊びにきま

せんか？ 

10:00～10:40【５組限定】

※年齢制限はありません 

クローズ 

 

 

 

 

 

 

 

ス ケ ジ ュ ー ル 予 約 期 間 

10 月３日（月）～10 月 ７日（金）  

13 日（木）・14 日（金）の予約期限は➡   

2 週間前からです。          

 

９月 26 日（月）～９月 30 日（金） 

 

10月11日（火）～10月14日（金）  ➡ 10 月 ３日（月）～10 月 ７日（金） 

10月17日（月）～10月21日（金）  ➡ 10 月 11 日（火）～10 月 14 日（金） 

10月24日（月）～10月28日（金）  ➡ 10 月 17 日（月）～10 月 21 日（金） 

10月31日（月）～11月 ４日（金）  ➡ 10 月 24 日（月）～10 月 28 日（金） 

来年度、入園希望を考えら

れている方、お気軽ご相談

ください(^^)/ 

ホームぺージに写真を載せ

ています🎃 

 
全ての予約は、こちら★ 

予約時間は 12:00～14:00 

☎子育て支援予約専用  

080-4973-2036 

 
★１０月の０.1.2 歳広場の月齢は・・・ 

0 歳広場➡2ヶ月頃～12 ヶ月頃のお子様 
1.2 歳広場➡１歳～2歳 11 ヶ月のお子様 

足形をとります☆かわいいハロウィン制作を作りましょう🎃 

その後は遊べる玩具に変身します♪お楽しみに…☆ 

ホームぺージに写真を載せ

ています🎃 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■育休中の方、妊娠中の方、お父さんも大歓迎■ 

2023 年度の入園に向けて、 

『見学へ行きたいけど…どうしたらいいの？』『コロナ禍だけど見学はできますか？』などのお話

をよく耳にします。『まだ、生まれていないけどいつから入園申し込みするの？』などの不安を少

しでも軽減できれば…と思います。まずはお気軽にお問い合わせを・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊10/14(金)瀧川 知子先生による 『ママとベビーの心地よい抱っこのおはなし』 10：00～11:00  

対象：首すわり頃～あんよまでのお子様 【5組限定】  

※普段使っている抱っこ紐をご持参ください。月齢など気になることがあればご相談ください☆ 

赤ちゃんにとって心地いい抱かれ方はママにとっても楽な抱き方でもあります。今回は、スキ

ンシップを楽しみながら、お子様の成長を肌で感じられる心地よい抱っこのお話をしていただ

こうと思っています。 

 

 

＊子育て支援室は 30 分に一度換気をしております。 

＊玩具消毒、オゾン殺菌にて室内の消毒をしております。 

＊手洗い・手指消毒を行い、40 分ごとの入れ替え制にしております。 

＊完全予約制となり、必ず検温をして来園ください。 

 

 随時見学対応します★まずは連絡を・・☎084-956-4572 

 

＊子育て支援室に遊びにきませんか？ 

＊11/4(金)  自分の好きな玩具を出して楽しく遊びませんか？【5組限定】10：00～10:40 

年齢制限はありません。来年度入園を考えられている方、その他、園のことで聞きたい方いら

っしゃいましたら、一度、子育て支援室に遊びに来てみませんか？ご予約お待ちしております。 

＊10/13(木)渡辺 留美子先生による 『親子で楽しいリトミック♪』 10：00～11：00 

対象：1歳～3歳位までのお子様   【5組限定】 

保護者の方もお子様と一緒に音楽に合わせ、楽しみながら体を動かしてみませんか？ 

 

 

 

 

 

☆☆なかよし広場をご利用になる際のお願い☆☆ 
＊楽しい時間を一緒に過ごしませんか？引き続き感染対策は行っていきますので、来園

前の検温と手指消毒や手洗いのご協力をお願いします。 

＊同居の方を含め、一週間以内に県外の往来がある方はご利用

を控えていただいております。 

＊保護者の方はお子様一人につき 1名でお願いいたします。 

＊お子様及び同居のご家族の方に、体調不良（風邪症状など）、

新型コロナウイルス感染症の疑い、自宅待機中の方、PCR

検査を受検予定の方、接触者及び濃厚接触者の場合はご利用

をお控えください。 

 

 

お 

願 
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＊子育て支援室に車で来園の際は 

🅿職員・保護者送迎用駐車場をご

利用ください。なるべく、公道よ

り向かって左側に駐車してくださ

い。 

＊駐車場の真ん中のコーンがあると

ころは駐車場出入口となりますの

で駐車しないでください。 

＊２列の縦列駐車でお願いします。 

＊路上駐車はお止めください。 

＊場所がわからない場合は電話で 

遠慮なく聞いてくださいね☆ 

水吞こども園 
福山市水吞町 4664-2 

TEL084-956-4572 

子育て支援専用携帯 

☎080-4973-2036 


