
【伊佐沼すまいる保育園 つどいの広場】

2022年 2月 イベント(詳細についてはお気軽にお問合せ下さい。)

開室時間 9:30～12:30 13:30～ 15:30  対象 :おおむね 3歳未満の乳幼児と保護者様  ひろば専用メール isanumahirob

・予約期間 1/4(火 )～ 1/20(木 )12:00ま でホームページ予約フォーム、お電話及び当支援センターにて受付します。

・定員を上回つた場合は抽選となり、キャンセル待ちに回つていただく方のみ月末までにご連絡いたします。

※予約キャンセルは、なるべく早めに(当 日朝 9100ま でに)ご連絡ください。

※保護者の方はマスク着用でお願いいたします。

※鼻水・咳などの風症状の方、解熱後 24時間経過していない方、ご家族が同症状のある方はご参加をお控えください

×支援センター利用前に検温、アルコール消毒、入室後に手洗いをお願いいたします。

※動きやすい服装、汚れても良い服装でお越しください。

※水分(水筒など)、 お着誉え (園庭でも遊ぺます。服が汚れたり濡れてしまうことがあります)を お持ちください。

☆随時園見学を行っております。お気軽にお問い合わせください。

a@gman com

HP QRコ ード
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お好きなアロマの香 りを選ん

でルームスブレーを作ります。

おつりのないようにお願いし

ます。

28 ァロマの日

(10:00～材料費 400円 )

食育ミニ講座「0～ 3歳 までの味

付けほうほうについて」レバー

トリーに悩むママはぜひ。

21ま まのたからばこ

(10:00～無料)

お天気が良かったら、伊佐沼の自然

いっばいな農道や風 を感 じなが ら

砂千!造 を歩きませんか ?

保護者同士で交流 も楽 しみ ま しょ

う♪

14ばらの日

1～2才 (10:00～ )

ママ用のヨガマットか、大き

めバスタオルをお持ちくださ

い。

7  ョガタィム

(10:00～無料)

月

手型足型「ひなまつりJ制作を

します。

汚れても良い服装でお越 しく

ださい。

22 制作の日

(Olα 00～②1400無料)

歯科衛生士さんと歯みがきチ

ャレンジしませんか。お子さま

の歯ブラン・タオルをお持ちく

ださい。

15歯みがきシュツシュッ

(10:00～ 無料)

楽しみながら英語にチャレン

ジ !!

8英閣であそぼう

(9:45～ 無料)

当広場を初めて利用する方が

対象です。

1 はじめましての日

(9:30～ )

火

天皇誕生日

お天気が良かったら、伊佐沼の自然

いっばいな農道や風 を感 じなが ら

砂利造をすきませんか ?

保護者同士で交流 も楽 しみ ましょ

う♪

16 ゅりの日

2:亨～(10:00～ )

4ヶ 月～12ヶ 月のお子さまが

対象です。パスタオルを持参 し

てください。

9ペピーマッサージ

(10:45～無料)

大人向けのエアロビクスです。

2 ぃさピク

(10:45～無料)

水

交代制

(―組 30分程度を予定してお

ります。お問い合わせくださ

tヽ。)

24 個別相談

2月 のお友達のお誕生日会を

します♪

手形や身長体重を測り誕生日

カードを作りましょう !

17 ぉ誕生日会

(10:00～無料)

お子様の輝いている姿を写真

とメッセージで記念に残しま

せんか ?お着替えをお持ちく

ださい。

10 Discovery～ 発見～

(9:30～無料)

みんなで制作 したお豆を投げ

て福を呼びましょう。

×実際の大豆は使用 しません。

3 節分の日

木

わらべうたや、_S、 れあい遊びを

して楽しみましょう。

保護者同士で交流も楽 しみま

しょう♪

25 ちゅぅりっぶ
たんぽぽの日

0～1才 (10:00～ )

どの く らい 大 き くな った か

な ?測定 してみましょう。

18 身体測定

(利用時間内)

建国記念日

自由遊びの日

国庭で遊んだ り、絵本の読み関

かせや手遊 びであそびましょ

つ。

4 フリーの日

(9:30～ )

金

※イベン ト時は、都合により変更、中止になる場合があります。

☆午後もフリーの日(月 ・火・水)個別相談(木・金)13:30～ 15:30ま で開室しております。お電話でのご予約の上お越 しください。
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停佐沼す書いる保育回つごいのひう修通信(2同号)

伊 佐 沼 す ま い る保 育 園 地 図

:社会福祉法人あゆみの会

:埼玉県川越市大字古谷上2237番地 1

:049-230-1717
httpザ /WWW.比‐SeⅣice.co.jp/a力Sanuma‐smite/

発行者 :伊佐沼すまいる保育園施設長 渡遷 満夫

場所:伊佐沼東側駐車場近くの、緑とおうど色の三階建ての建物

☆質の高い保育こ勝"・☆
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最新の乳幼児の発達心理学や教育心理学によればは、人間が3才未満の時期を逃してしまうと身に付けるこ

とが難しくなる能力として「視力」「聴覚J「 自分の感情をコントロールする力」「日々の習慣」をあげています。「数

や記号、ことば」等の目に見える力は3歳以降でも身に付けていくことができます。

それらを踏まえ「保育所保育指針」(幼稚園教育要領・認定こども園教育口保育要領)では、未就学期の教育と

して「文字が書ける」「計算が出来る」というような目に見える「認知的な能力」よりはむしろ「気付く力」「工夫をす

る力」「楽しく頑張る力」といつた目に見えない「非認知的能力」を育むことが日標となりました。

目に見えない力、非認知的能力の基盤は未就学期につくられます。気付いたり、工夫をしたり、楽しく根気よく

取り組む力が育つてなければ、その後～学校で学習することも難しいと思います。また非認知的能力は社会に

出てからも、一生を支えてくれます。非認知的能力は知識として与えられるものではありません。子ども自身が

試したり挑戦する、けんかをしたり協力したりする、子ども同士の問わりの中で育まれます。そのため、未就学

期は子ども自身が伸び伸びと、好きなことに挑戦できる環境を整えることが大切です。

寸孝いうの得育・ 転宵 -3つの大将と―

保育所保育指針・ 小学校の学習指導要領では「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」として 10の姿

をあげています。 10の姿を育むために3つの大好きな子を育てます。
*身体を使うのが大好きな子
*頭を使うのが大好きな子
*人と関わるのが大好きな子

☆園見学臨時受付中「寸書いるの子どもたちのキ巧キラする害を是雪卜ご質くだとい。

オンライン広場開催します !

ご自宅て支援センター職員とお話しませんか。

Z00Mをつかつてつどいの広場を開催します。

詳細はホームページをご確認ください。

☆ 園見学のお問い合わせ先

049-257-6653
浅川 (三丁目すまいる保有国内 )

★ すまいるの保育国

0,II越市

伊佐沼すまいる保育日

高贈すまいる保育国(令和2年4月 開国)

0ふ じみ野市
三丁目すまいる保育園

鶴ケ岡すまいる保育国がカロ て また一


