
 

    

日 月 火 水 木 金 土

スケジュール

満 6ヶ月～就園前 2～ 3歳児 満 6ヶ月～就園前 満 6ヶ月～ 1歳児2～ 3歳児

毎週　火～金曜　登録制（曜日・時間指定）
フリー開放日　月曜 ※登録されていない方でも参加できます。

※各回４組定員
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昭和の日

来園する際は、健康管理表の提出（検温）・マス

クの着用（０・１歳児は保護者さま判断）のご協力

をお願いいたしします。

2022 年 4 月 1 日
篭原のこキッズ保育園
子育て支援センター
学園長　田中 哲夫
編　集　青木 梨紗

のこちゃん ひろばだよりのこちゃん ひろばだより4
がつ

Ａ　  9：30 ～ 11：00（受付    9：30 ～   9：40）※月曜日のみ    9：00 より申込受付
Ｂ　11：10 ～ 12：40（受付 11：10 ～ 11：20）※月曜日のみ 10：40 より申込受付
Ｃ　12：50 ～ 14：20（受付 12：50 ～ 13：00）※月曜日のみ 12：20 より申込受付
※各時間帯の前後 10 分は入れ替え準備・後片付けタイムとなります。

開催時間　9：30～ 14：30

第 1期

登録受付中！

2022年度

(4・5・6月)

3/15(火)～

未就園児のよい子さんとその保護者さまへ友だちづくりや
触れ合い、情報交換や遊び場の提供を目的とした施設開放です。

「のこちゃんひろば」とは…

個人情報保護のため、原則、一切の撮影をお断り
しております。ただし、例外として撮影可能な場
合は、このマークでお知らせいたします。

子育て支援HP

※問い合わせ先　電話 ( 平日 10:00 ～ 17:00)
　048-531-3901 ( 篭原のこキッズ保育園 )　　048-532-3955 ( 篭原若竹幼稚園 )

お申込みは…

ホームページ (24h 対応 ) がおすすめ！
若竹学園　子育て支援 検索

手遊びや絵本の読み聞かせは毎回行っ
ています。園庭開放も実施中！
※園庭開放の日程はお声がけください。

作品はひろばの壁に飾ります。ぜひ参加してみま
しょう！ ※制作希望の方はお声掛けください。

【てんとうむし】今月の壁面制作テーマ

何をどうして始めればよいかわからない…引っ
越ししてきたばかりで知り合いがいない…お友
だちを作りたいけど話しかけるの恥ずかしい…
など、心細い気持ちをお持ちの方！

みなさんの不安を和らげるお手伝い
ができればと思いますので、まずは
ぜひご参加ください。

9/

11日
(月)

月 1回　月曜日開催

●駐車場は、北側駐車場をご利用のうえ、駐車場
　正面ののこキッズ館入口からお入りください。

●安全のため、路上駐車は絶対におやめください。

●貴重品は、各自で管理をお願いいたします。

お知らせ

時　間
場　所

9：00～11：00 (受付8：30～8：55)
篭原若竹幼稚園　体育ホール・園庭　定員50組  16 日 ( 土 )『園庭開放』

4がつ

子育て支援センター

〒360-0847
熊谷市籠原南一丁目133番地
℡　048-531-3901

今後のイベント紹介！！

＊のこのこクラブ　
　５月６日 (金)『園庭開放』

4/7(木)
申込受付
　開始！

親子で幼稚園体験 のこのこクラブ

新型コロナウイルス感染予防対策のため、子育て支援センターの催し（のこちゃんひろば、のこのこクラブ、
見学会）でご来園の親子全員にマスクの着用と健康管理表の持参をお願いしています。どちらかをお忘れの
場合、一度お戻りいただくかイベント参加の自粛をお願いすることになります。予めご了承ください。なお、
健康管理表は学園ホームページの子育て支援センターのページよりダウンロードができます。
（手作りマスク作成方法もホームページに掲載） ※0、1歳児のマスク着用は保護者判断におまかせします。

マスク着用と健康管理表の持参について

色とりどりの花が、新しい一年の始まりを告げています。のこちゃんひろばは、みんなの
遊び場です。よい子さんの健康と安全を最優先に、笑顔で集まってくれるのを待っていま
す。次の春にどれだけ成長しているか、今から楽しみですね！



 

    

 

    

日 月 火 水 木 金 土

スケジュール

満 6ヶ月～就園前 2～ 3歳児 満 6ヶ月～就園前 満 6ヶ月～ 1歳児2～ 3歳児

毎週　火～金曜　登録制（曜日・時間指定）
フリー開放日　月曜 ※登録されていない方でも参加できます。

※各回4組定員

    

 

    

…施設開放日 …子育て相談日 …親子で幼稚園体験 のこのこクラブ
　お誕生日会
　開催日…
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憲法記念日 みどりの日 こどもの日

子育て支援の催しでご来園の方全員に、マスクの
着用と健康管理表の持参提出をお願いしています。

※健康管理表は子育て支援センターの
ホームページよりダウンロードできます。

園庭開放

51 2

第 1期

登録受付中！

2022年度

(4・5・6月)

2022 年 5 月 1 日
篭原のこキッズ保育園
子育て支援センター
学園長　田中　哲夫
編　集　青木　梨紗

　晴れ渡った空の下、お散歩や外遊びが心地いい季節です。子どもは大人より汗をかきや
すいため、こまめな水分補給を心掛けましょう。ひろばでも皆さんの健康に留意し、安心
して遊べる環境を作って、よい子さんが来てくれるのを待っています。

のこちゃん ひろばだよりのこちゃん ひろばだより5
がつ

Ａ　  9：30 ～ 11：00（受付    9：30 ～   9：40）※月曜日のみ    9：00 より申込受付
Ｂ　11：10 ～ 12：40（受付 11：10 ～ 11：20）※月曜日のみ 10：40 より申込受付
Ｃ　12：50 ～ 14：20（受付 12：50 ～ 13：00）※月曜日のみ 12：20 より申込受付
※各時間帯の前後 10 分は入れ替え準備・後片付けタイムとなります。

開催時間　9：30～ 14：30

未就園児のよい子さんとその保護者さまへ友だちづくりや
触れ合い、情報交換や遊び場の提供を目的とした施設開放です。

「のこちゃんひろば」とは…

※新型コロナウイルス感染症予防のため変更する場合があります。

子育て支援HP

※問い合わせ先　電話 ( 平日 10:00 ～ 17:00 )
　048-531-3901 ( 篭原のこキッズ保育園 )　　048-532-3955 ( 篭原若竹幼稚園 )

お申込みは…

ホームページ (24h 対応 ) がおすすめ！
若竹学園　子育て支援 検索

手遊びや絵本の読み聞かせは毎回行っ
ています。園庭開放も実施中！
※園庭開放の日程はお声がけください。

作品はひろばの壁に飾ります。ぜひ参加してみま
しょう！ ※制作希望の方はお声掛けください。

【ペアレンツデー】今月の壁面制作テーマ

何をどうして始めればよいかわからない…引っ
越ししてきたばかりで知り合いがいない…お友
だちを作りたいけど話しかけるの恥ずかしい…
など、心細い気持ちをお持ちの方！

みなさんの不安を和らげるお手伝い
ができればと思いますので、まずは
ぜひご参加ください。

9日
(月)

月 1回　月曜日開催

●駐車場は、北側駐車場をご利用のうえ、駐車場
　正面ののこキッズ館入口からお入りください。

●安全のため、路上駐車は絶対におやめください。

●貴重品は、各自で管理をお願いいたします。

お知らせ

時　間
場　所

10：15～11：00 (受付10：00～10：10 )
篭原若竹幼稚園　園庭　定員50組  12 日 (木 )『園庭開放』

5がつ

子育て支援センター

〒360-0847
熊谷市籠原南一丁目133番地
℡　048-531-3901

今後のイベント紹介！！

＊のこのこクラブ　
　6月13日 (月 )『園庭開放』

5/10(火)
申込受付
　開始！

親子で幼稚園体験 のこのこクラブ

新型コロナウイルス感染予防対策のため、子育て支援センターの催し（のこちゃんひろば、のこのこクラブ、
見学会）でご来園の親子全員にマスクの着用と健康管理表の持参をお願いしています。どちらかをお忘れの
場合、一度お戻りいただくかイベント参加の自粛をお願いすることになります。予めご了承ください。なお、
健康管理表は学園ホームページの子育て支援センターのページよりダウンロードができます。
※0、1歳児のマスク着用は保護者判断におまかせします。

マスク着用と健康管理表の持参について


