
 

 

 

 

 

静岡なかはら

ます。『子育てすくすく広場』は、

『子育てサロンにこにこ』は、

しゃべりサロン』は、親子で触れ合いながら楽しい時間を過ごしていただけるように計画しています。いずれの

年齢制限はありませんので

問い合わせください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ばと願っています。

第１回

第２回

第３回

第４回

第５回

第６回

 

登録カードへの記入を

『子育てすくすく広場』＊『子育てサロン♪にこにこ♪』＊「おしゃべりサロン」

 

静岡なかはら

ます。『子育てすくすく広場』は、

『子育てサロンにこにこ』は、

しゃべりサロン』は、親子で触れ合いながら楽しい時間を過ごしていただけるように計画しています。いずれの

年齢制限はありませんので

問い合わせください。

 

小さなお子様

幼稚園が、お子様や

ばと願っています。

＊ 開催予定日

第１回  ５月１

第２回  ６月２

第３回  ７月２

第４回  ８月

第５回  ９月

第６回 １２月

 

                

就園前のお子様

する場としてお気軽にご利用ください。

＊ 開催予定日

基本的には、月１回開催

10：00

 

    ★毎回、担当教諭による絵本の読み聞かせ、手遊びなどを行います。

 参加初回日

登録カードへの記入を

お願いします。

『子育てすくすく広場』＊『子育てサロン♪にこにこ♪』＊「おしゃべりサロン」

静岡なかはら幼稚園では、子育て支援の一環として、小さいお子様

ます。『子育てすくすく広場』は、

『子育てサロンにこにこ』は、

しゃべりサロン』は、親子で触れ合いながら楽しい時間を過ごしていただけるように計画しています。いずれの

年齢制限はありませんので

問い合わせください。 

小さなお子様のいるお家の方が、安心してゆとりをもって子育てができるようにお手伝いしたいと考えております。

幼稚園が、お子様やお母様同士の交流の場となり、

ばと願っています。 

開催予定日 ＊

５月１１日（土）

６月２２日（土）

７月２３日（火

８月 ５日（月

９月 ７日（土）

１２月 ７日（土）

                

就園前のお子様が子ども同士で遊ぶ

する場としてお気軽にご利用ください。

開催予定日 ＊ 

基本的には、月１回開催

00～11：45（自由集合・自由解散）

５月 

６月 

７月 

８月 

９月 

毎回、担当教諭による絵本の読み聞かせ、手遊びなどを行います。

参加初回日には、 

登録カードへの記入を 

お願いします。 

『子育てすくすく広場』＊『子育てサロン♪にこにこ♪』＊「おしゃべりサロン」

幼稚園では、子育て支援の一環として、小さいお子様

ます。『子育てすくすく広場』は、お家の方や先生たちと一緒に

『子育てサロンにこにこ』は、幼稚園の保育室や園庭を開放し、お友だちやお家の方と楽しく

しゃべりサロン』は、親子で触れ合いながら楽しい時間を過ごしていただけるように計画しています。いずれの

年齢制限はありませんので、ご近所の方をお誘い合わせて、

のいるお家の方が、安心してゆとりをもって子育てができるようにお手伝いしたいと考えております。

お母様同士の交流の場となり、

＊ 

日（土）  はじめまして

日（土）  おえかき

日（火）  お水となかよし

月）  お水となかよし

日（土）  体操の

日（土）  もちつきぺったん

♪時間は、

ごあいさつをして始めますので、時間には余裕を持ってお出掛けください。

                

子ども同士で遊ぶ

する場としてお気軽にご利用ください。 

 

基本的には、月１回開催  

（自由集合・自由解散）

 ９日（木）

 ６日（木）

 ４日（木）

 

 ５日（木）

毎回、担当教諭による絵本の読み聞かせ、手遊びなどを行います。

『子育てサロン♪にこにこ♪』

『

『子育てすくすく広場』＊『子育てサロン♪にこにこ♪』＊「おしゃべりサロン」

幼稚園では、子育て支援の一環として、小さいお子様

お家の方や先生たちと一緒に

幼稚園の保育室や園庭を開放し、お友だちやお家の方と楽しく

しゃべりサロン』は、親子で触れ合いながら楽しい時間を過ごしていただけるように計画しています。いずれの

、ご近所の方をお誘い合わせて、

平成３１

のいるお家の方が、安心してゆとりをもって子育てができるようにお手伝いしたいと考えております。

お母様同士の交流の場となり、

はじめまして 

おえかき だいすき

お水となかよし

お水となかよし

体操の先生と遊ぼう

もちつきぺったん

♪時間は、9：30

ごあいさつをして始めますので、時間には余裕を持ってお出掛けください。

                  

子ども同士で遊ぶ場です。同じ年頃の

 

  下記の表をご覧ください

（自由集合・自由解散） 

日（木） １０月

日（木）   １１月

日（木） １２月

 

日（木）  

毎回、担当教諭による絵本の読み聞かせ、手遊びなどを行います。

『子育てサロン♪にこにこ♪』

『子育てすくすく広場

『子育てすくすく広場』＊『子育てサロン♪にこにこ♪』＊「おしゃべりサロン」

幼稚園では、子育て支援の一環として、小さいお子様

お家の方や先生たちと一緒に歌をうたったり、身体を動かしたりして楽しく遊びます。

幼稚園の保育室や園庭を開放し、お友だちやお家の方と楽しく

しゃべりサロン』は、親子で触れ合いながら楽しい時間を過ごしていただけるように計画しています。いずれの

、ご近所の方をお誘い合わせて、お気軽にご参加ください。

平成３１年度

のいるお家の方が、安心してゆとりをもって子育てができるようにお手伝いしたいと考えております。

お母様同士の交流の場となり、同年齢の

 こんにちは

だいすき ～絵

お水となかよし ～大きなプール

お水となかよし ～大きなプール

遊ぼう ～体操

もちつきぺったん ～みんなでもちつきをしよう

30 分より受付、

ごあいさつをして始めますので、時間には余裕を持ってお出掛けください。

  

同じ年頃のお子様

下記の表をご覧ください

 

１０月 

１１月 

１２月     

 １月 

 ２月 

 

毎回、担当教諭による絵本の読み聞かせ、手遊びなどを行います。

『子育てサロン♪にこにこ♪』

子育てすくすく広場

『子育てすくすく広場』＊『子育てサロン♪にこにこ♪』＊「おしゃべりサロン」

幼稚園では、子育て支援の一環として、小さいお子様を対象に様々なあそびの会を開催しており

歌をうたったり、身体を動かしたりして楽しく遊びます。

幼稚園の保育室や園庭を開放し、お友だちやお家の方と楽しく

しゃべりサロン』は、親子で触れ合いながら楽しい時間を過ごしていただけるように計画しています。いずれの

お気軽にご参加ください。

年度 

のいるお家の方が、安心してゆとりをもって子育てができるようにお手伝いしたいと考えております。

同年齢のお友だちと一緒に遊ぶ楽しさを体験できる場になれ

こんにちは ～手あそびやうたあそび

絵の具やクレパスを

プールで遊ぼう

プールで遊ぼう

体操の先生と一緒

みんなでもちつきをしよう

分より受付、10：00 開始です。

ごあいさつをして始めますので、時間には余裕を持ってお出掛けください。

お子様を持つ親同士で悩みを話したり、情報交換をしたり

下記の表をご覧ください 

１０日（木）

１４日（木）

     

 ９日（木）

 ６日（木）

毎回、担当教諭による絵本の読み聞かせ、手遊びなどを行います。

『子育てサロン♪にこにこ♪』

子育てすくすく広場』

『子育てすくすく広場』＊『子育てサロン♪にこにこ♪』＊「おしゃべりサロン」

を対象に様々なあそびの会を開催しており

歌をうたったり、身体を動かしたりして楽しく遊びます。

幼稚園の保育室や園庭を開放し、お友だちやお家の方と楽しく

しゃべりサロン』は、親子で触れ合いながら楽しい時間を過ごしていただけるように計画しています。いずれの

お気軽にご参加ください。

のいるお家の方が、安心してゆとりをもって子育てができるようにお手伝いしたいと考えております。

お友だちと一緒に遊ぶ楽しさを体験できる場になれ

あそびやうたあそび

やクレパスを使って～

ぼう＆ボディペインティング

ぼう＆しゃぼん玉

一緒に触れ合いあそび

みんなでもちつきをしよう～ 

開始です。                 

ごあいさつをして始めますので、時間には余裕を持ってお出掛けください。

を持つ親同士で悩みを話したり、情報交換をしたり

日（木） 

日（木） 

（木） 

日（木） 

毎回、担当教諭による絵本の読み聞かせ、手遊びなどを行います。 

※変更がある場合もあります。

  

『子育てサロン♪にこにこ♪』

』 

『子育てすくすく広場』＊『子育てサロン♪にこにこ♪』＊「おしゃべりサロン」

を対象に様々なあそびの会を開催しており

歌をうたったり、身体を動かしたりして楽しく遊びます。

幼稚園の保育室や園庭を開放し、お友だちやお家の方と楽しく遊ぶ場です。

しゃべりサロン』は、親子で触れ合いながら楽しい時間を過ごしていただけるように計画しています。いずれの

お気軽にご参加ください。詳細については、

のいるお家の方が、安心してゆとりをもって子育てができるようにお手伝いしたいと考えております。

お友だちと一緒に遊ぶ楽しさを体験できる場になれ

あそびやうたあそび～ 

～ 

ボディペインティング

しゃぼん玉～   

いあそび～ 

 

                 

ごあいさつをして始めますので、時間には余裕を持ってお出掛けください。

を持つ親同士で悩みを話したり、情報交換をしたり

毎回、担当教諭による絵本の読み聞かせ、手遊びなどを行います。 

変更がある場合もあります。

  ＨＰ等でご確認ください。

『子育てサロン♪にこにこ♪』 

『子育てすくすく広場』＊『子育てサロン♪にこにこ♪』＊「おしゃべりサロン」のご案内

を対象に様々なあそびの会を開催しており

歌をうたったり、身体を動かしたりして楽しく遊びます。

場です。そして『お

しゃべりサロン』は、親子で触れ合いながら楽しい時間を過ごしていただけるように計画しています。いずれの

詳細については、園までお

のいるお家の方が、安心してゆとりをもって子育てができるようにお手伝いしたいと考えております。 

お友だちと一緒に遊ぶ楽しさを体験できる場になれ

ボディペインティング～ 

                 

ごあいさつをして始めますので、時間には余裕を持ってお出掛けください。

を持つ親同士で悩みを話したり、情報交換をしたり

変更がある場合もあります。 

ＨＰ等でご確認ください。 

７・８月は 

水着を 

お持ちください

のご案内 

を対象に様々なあそびの会を開催しており

歌をうたったり、身体を動かしたりして楽しく遊びます。

そして『お

しゃべりサロン』は、親子で触れ合いながら楽しい時間を過ごしていただけるように計画しています。いずれの会も

園までお

 

お友だちと一緒に遊ぶ楽しさを体験できる場になれ

                  

ごあいさつをして始めますので、時間には余裕を持ってお出掛けください。 

を持つ親同士で悩みを話したり、情報交換をしたり

 

 

 

お持ちください。 



 

行事への招待をはじめ、親子で楽しく遊びながら、情報交換や仲間

ています。基本的には事前の予約は要りませんが、内容によっては予約制の回もありますので、園までお問合せください。

＊ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊共通事項＊

  

   

 

 ～～～相談ごとなどがありましたら、園長や担当教

・事前の予約はいりませんので、ご都合の良い

・駐車場はありません。自転車か徒歩で来園してください。

・水分補給以外の飲食はご遠慮ください。

・紙おむつ等のゴミは、各自でお持ち帰りください。

・皆さんが気持ちよく利用できるように遊び終わったおもちゃは、その都度皆さんで片付けをお願いいたします。

・出入りは、幼稚園の正面玄関をご利用ください。

・靴を入れるためのビニール袋をご用意ください。

・思いがけないところで怪我をすることもあります。

 

  

 

行事への招待をはじめ、親子で楽しく遊びながら、情報交換や仲間

ています。基本的には事前の予約は要りませんが、内容によっては予約制の回もありますので、園までお問合せください。

 開催予定日

＊共通事項＊

  【場 所】静岡なかはら幼稚園

 【持ち物】着替え、オムツ、水分補給のための水筒等各自必要なもの

～～～相談ごとなどがありましたら、園長や担当教

・事前の予約はいりませんので、ご都合の良い

・駐車場はありません。自転車か徒歩で来園してください。

・水分補給以外の飲食はご遠慮ください。

・紙おむつ等のゴミは、各自でお持ち帰りください。

・皆さんが気持ちよく利用できるように遊び終わったおもちゃは、その都度皆さんで片付けをお願いいたします。

・出入りは、幼稚園の正面玄関をご利用ください。

・靴を入れるためのビニール袋をご用意ください。

・思いがけないところで怪我をすることもあります。

 

４月 

５月 

６月 

７月 

８月 

９月 

 

お問い合わせは…

静岡なかはら幼稚園

〒422-8058

054-285-6912

054-285-6987

ホームページ

http://nakahara.ed.jp/

問い合わせフォームもご利用ください

行事への招待をはじめ、親子で楽しく遊びながら、情報交換や仲間

ています。基本的には事前の予約は要りませんが、内容によっては予約制の回もありますので、園までお問合せください。

開催予定日 ＊   

＊共通事項＊ 

所】静岡なかはら幼稚園

【持ち物】着替え、オムツ、水分補給のための水筒等各自必要なもの

～～～相談ごとなどがありましたら、園長や担当教

・事前の予約はいりませんので、ご都合の良い

・駐車場はありません。自転車か徒歩で来園してください。

・水分補給以外の飲食はご遠慮ください。

・紙おむつ等のゴミは、各自でお持ち帰りください。

・皆さんが気持ちよく利用できるように遊び終わったおもちゃは、その都度皆さんで片付けをお願いいたします。

・出入りは、幼稚園の正面玄関をご利用ください。

・靴を入れるためのビニール袋をご用意ください。

・思いがけないところで怪我をすることもあります。

 ２４日（水）

 １４日（火）

 １１日（火）

 １０日（水）

 ３１日（土）

  ９日（月）

お問い合わせは…

静岡なかはら幼稚園 

8058 静岡市駿河区中原５２４番地

6912 

6987（FAX） 

ホームページ 

http://nakahara.ed.jp/

問い合わせフォームもご利用ください

行事への招待をはじめ、親子で楽しく遊びながら、情報交換や仲間

ています。基本的には事前の予約は要りませんが、内容によっては予約制の回もありますので、園までお問合せください。

   10：00～11

所】静岡なかはら幼稚園 あそびのへや

【持ち物】着替え、オムツ、水分補給のための水筒等各自必要なもの

～～～相談ごとなどがありましたら、園長や担当教

・事前の予約はいりませんので、ご都合の良い日程に合わせてお出かけください。

・駐車場はありません。自転車か徒歩で来園してください。

・水分補給以外の飲食はご遠慮ください。 

・紙おむつ等のゴミは、各自でお持ち帰りください。

・皆さんが気持ちよく利用できるように遊び終わったおもちゃは、その都度皆さんで片付けをお願いいたします。

・出入りは、幼稚園の正面玄関をご利用ください。

・靴を入れるためのビニール袋をご用意ください。

・思いがけないところで怪我をすることもあります。

２４日（水） 

１４日（火） ★ 

１１日（火） ★ 

１０日（水） 

３１日（土） 

９日（月） 

『

お問い合わせは… 

 

静岡市駿河区中原５２４番地

 

http://nakahara.ed.jp/ 

問い合わせフォームもご利用ください 

行事への招待をはじめ、親子で楽しく遊びながら、情報交換や仲間

ています。基本的には事前の予約は要りませんが、内容によっては予約制の回もありますので、園までお問合せください。

11：00 

あそびのへや 及び

【持ち物】着替え、オムツ、水分補給のための水筒等各自必要なもの

～～～相談ごとなどがありましたら、園長や担当教

＊ お願いと注意

日程に合わせてお出かけください。

・駐車場はありません。自転車か徒歩で来園してください。 

・紙おむつ等のゴミは、各自でお持ち帰りください。 

・皆さんが気持ちよく利用できるように遊び終わったおもちゃは、その都度皆さんで片付けをお願いいたします。

・出入りは、幼稚園の正面玄関をご利用ください。 

・靴を入れるためのビニール袋をご用意ください。 

・思いがけないところで怪我をすることもあります。お子様からくれぐれも目を離さず

１０月 

１１月 

１２月 

 １月 

 ２月 

 ３月 

『おしゃべりサロン

静岡市駿河区中原５２４番地 

 

行事への招待をはじめ、親子で楽しく遊びながら、情報交換や仲間

ています。基本的には事前の予約は要りませんが、内容によっては予約制の回もありますので、園までお問合せください。

及び 園庭 

【持ち物】着替え、オムツ、水分補給のための水筒等各自必要なもの

～～～相談ごとなどがありましたら、園長や担当教諭

お願いと注意

日程に合わせてお出かけください。

 

・皆さんが気持ちよく利用できるように遊び終わったおもちゃは、その都度皆さんで片付けをお願いいたします。

お子様からくれぐれも目を離さず

１８日（金）

 １日（金）

１７日（火）

２８日（火）

２１日（金）

 ６日（金）

おしゃべりサロン

行事への招待をはじめ、親子で楽しく遊びながら、情報交換や仲間作りをして頂く場になるようにと、楽しいイベントを企画し

ています。基本的には事前の予約は要りませんが、内容によっては予約制の回もありますので、園までお問合せください。

【持ち物】着替え、オムツ、水分補給のための水筒等各自必要なもの 

諭などにお気軽に声を掛けてください～～～

お願いと注意 ＊ 

日程に合わせてお出かけください。（おしゃべりサロンは一部予約制有）

 

・皆さんが気持ちよく利用できるように遊び終わったおもちゃは、その都度皆さんで片付けをお願いいたします。

お子様からくれぐれも目を離さず、お家の方も一緒に

１８日（金） 

１日（金） 

１７日（火） ★ 

２８日（火） ★ 

２１日（金） 

６日（金） 

おしゃべりサロン』 

作りをして頂く場になるようにと、楽しいイベントを企画し

ています。基本的には事前の予約は要りませんが、内容によっては予約制の回もありますので、園までお問合せください。

などにお気軽に声を掛けてください～～～

（おしゃべりサロンは一部予約制有）

  

・皆さんが気持ちよく利用できるように遊び終わったおもちゃは、その都度皆さんで片付けをお願いいたします。

、お家の方も一緒に関わって遊んでくださ

 

★：要予約

作りをして頂く場になるようにと、楽しいイベントを企画し

ています。基本的には事前の予約は要りませんが、内容によっては予約制の回もありますので、園までお問合せください。

などにお気軽に声を掛けてください～～～

（おしゃべりサロンは一部予約制有） 

・皆さんが気持ちよく利用できるように遊び終わったおもちゃは、その都度皆さんで片付けをお願いいたします。 

関わって遊んでくださ

★：要予約 

●ザ・ビッグ 

作りをして頂く場になるようにと、楽しいイベントを企画し

ています。基本的には事前の予約は要りませんが、内容によっては予約制の回もありますので、園までお問合せください。

などにお気軽に声を掛けてください～～～

 

関わって遊んでください。 

作りをして頂く場になるようにと、楽しいイベントを企画し

ています。基本的には事前の予約は要りませんが、内容によっては予約制の回もありますので、園までお問合せください。 

などにお気軽に声を掛けてください～～～ 


