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森山聖徳保育園 子育て支援センター ともランド 
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1．育児支援への問い合わせなど、電話対応は 13：00～14：30 の間に  

おかけください。（当日の欠席の連絡は 9：00 以降でお願いします。） 

2．今月のお休みは１0日（月）スポーツの日・18 日（火）・24 日（月）です。 

 

 

 

～あかちゃん（0 歳児）の遊びにおいでよ～ 
2021 年（令和 3 年）4月 2 日以降に産まれた 

お子さんがいるご家庭限定の日です。 

お兄ちゃん、お姉ちゃんがいる方も一緒に利用できます。 

通常の『遊びにおいでよ』同様、サークルに登録してな 

くても利用できます♪ 

電話予約をしなくても大丈夫なので、気軽に遊びに来く 

ださいね！ 

同じ年齢のお子さんのママと情報交換をしたり、お友を  

作りにいらしてください♪ 

 

  

赤ちゃんコーナーもあります♪ 

森山聖徳保育園 

ともランドだより 

～お散歩～ 
各サークル、お散歩へでかけます♪ 

履きやすく・歩きやすい靴で来てくださいね。

まだ歩けないお友達も、ベビーカーや抱っこ 

ひもで参加 OKです 

 

☆体育指導日☆ 

今月の体育指導日は 10 月 26 日 

です！参加をお待ちしております。

♪ 

９月の様子 

１０月は 

こんなことをします 

～9 月の作品～ 
手型・足型を使ったおじいちゃん、おばあちゃん

へのプレゼントや、絵本を題材としたアルバム台

紙・カレンダー製作をしました♡ 

～しゃぼん玉遊び～ 
ふわふわ揺れるしゃぼん玉を

楽しみました♪ 

ほほえみくらぶではお

もちゃ作りをします♪ 

19 日の『季節の行事を楽し

もう』では手作りおもちゃを

作ったり、フォトスポットで

写真撮影もできます♪ 

mailto:morisyo@aqua.ocn.ne.jo
http://www.syoutoku.or.jp/
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※　園の都合により、内容や日程等の変更をさせていただくことがありますので、ご了承ください。
※　月齢の低い（おすわり・ねんね）お子様は、毎回バスタオルをお持ちください。
※　『あかちゃんの（0歳児）遊びにおいでよ』は0歳児限定の日となってます。(^^♪

～製作～
☆カレンダー作り(12・1月)

ぞうさんくらぶ 20

勤労感謝の日
～体を動かそう～

遊びにおいでよ　

ぞうさんくらぶ 18

【持】汗拭きタオル

※動きやすい服装

～製作～

☆アルバム台紙作り

【持】特にありません

遊びにおいでよ

9：00～13：00

11：00～14：30

22日 23日 24日

9：00～13：00

11：00～14：30

～園庭で遊ぼう～

（10・11月生まれ誕生会）

【持】汗拭きタオル

※動きやすい服装

ほほえみくらぶ 19

11：00～14：30

～製作～
☆カレンダー作り(12・1月)

☆みかのはら公園

※汚れてもいい服装

（10・11月生まれ誕生会）

遊びにおいでよ

9：00～13：00

11：00～14：30

10日

～体育指導日～ ～体を動かそう～

【持】汗拭きタオル 【持】汗拭きタオル 9：00～13：00

※動きやすい服装 ※動きやすい服装 11：00～14：30

文化の日
（10・11月生まれ誕生会）

11：00～14：30

～運動会ごっこ～

遊びにおいでよ

9：00～13：00

11：00～14：30

～園庭で遊ぼう～

9：00～13：00 【持】汗拭きタオル 9：00～13：00 【持】特にありません 【持】汗拭きタオル

※動きやすい服装 ※汚れてもいい服装 ※動きやすい服装

スポーツの日
～運動遊び～ ～運動会ごっこ～

10日 11日 12日 13日 14日
11：00～14：30

ぞうさんくらぶ 1６ ほほえみくらぶ 15 ぴよぴよくらぶ 16

～製作～

☆おもちゃを作ろう②

遊びにおいでよ　

ぞうさんくらぶ 1５
あかちゃん（0歳児）の

遊びにおいでよ

ほほえみくらぶ 14 ぴよぴよくらぶ 15

～運動遊び～
～製作～

～運動遊び～
☆おもちゃを作ろう①

お休みです

【持】汗拭きタオル 【持】特にありません

ほほえみくらぶ 18

【持】特にありません

18日

遊びにおいでよ

9：00～13：00

10月1日 2日 3日 4日
ぴよぴよくらぶ 18

ぞうさんくらぶ 1７

☆かんすい公園 ☆かんすい公園

【持】汗拭きタオル

※動きやすい服装 ※動きやすい服装

お友達広場 5

ぴよぴよくらぶ 19ぞうさんくらぶ 19

【持】特にありません

※動きやすい服装 ※動きやすい服装

21日

【持】特にありません

※汚れてもいい服装

【持】汗拭きタオル

※動きやすい服装

9：00～13：00 【持】特にありません 【持】汗拭きタオル 【持】汗拭きタオル

【持】汗拭きタオル

※動きやすい服装

～園庭で遊ぼう～

ほほえみくらぶ 20

～製作～

☆マラカス作り

ぴよぴよくらぶ 20

9：00～13：00

遊びにおいでよ　

9：00～13：00

11：00～14：30

お友達広場 6 ほほえみくらぶ 17

遊びにおいでよ

28日 29日 30日

9：00～13：00 【持】汗拭きタオル

※動きやすい服装

お友達広場 7

～体育指導日～

【持】特にありません

※汚れてもいい服装

遊びにおいでよ　

ぞうさんくらぶ 21

11：00～14：30

～製作～

☆リース作り

☆　2022年度ともランドの日程　☆

25日

21日

遊びにおいでよ

8日

※汚れてもいい服装

11日

28日

9：00～13：00

ほほえみくらぶ 16

※動きやすい服装

11：00～14：30

ぴよぴよくらぶ 17

17日16日15日

27日

※汚れてもいい服装

20日

【持】汗拭きタオル

※動きやすい服装

～散歩～ ～散歩～

～散歩～

月 火 水 木 金

   10・11月の予定

10月3日 4日 5日 6日 7日
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31日

25日

14日

9：00～13：00

11：00～14：30

7日

9：00～13：00

11：00～14：30

11：00～14：30

26日

遊びにおいでよ　

11：00～14：30

お休みです

24日

【持】汗拭きタオル

※動きやすい服装

17日 18日 19日

遊びにおいでよ　
あかちゃん（0歳児）の

遊びにおいでよ

遊びにおいでよ

9日

～季節の行事を
楽しもう～


