
第１期
登録受付開始

（4・5・6月）

３月15日～
2023年度

何をどう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！

※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。

【おひなさま】今月の壁面制作テーマ

初めて参加される方限定です！

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。

3/

13日
(月)

●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  ８日 (水 ) 『園庭開放』

３がつ

2023 年３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　鈴木　順子

のこちゃん ひろばだよりのこちゃん ひろばだより3
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。

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！！

開催時間　9：30～ 14：30

＊のこのこクラブ　

　４月 15 日 (土)『子育て支援説明会・園庭開放』

 

 
 

  

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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イングリッシュ
リトミック②

※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。

親子で幼稚園体験 のこのこクラブ

1

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

11

18

25

42

未就園児のよい子さんとその保護者さまを対象に友だちづくりや
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…

3/10(金)
申込受付
開始‼

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。

春分の日

月 1回　月曜日開催

時　間
場　所

10：00～11：30 (受付9：45～9：55）
篭原若竹幼稚園　体育ホール

定員35組  15日 (水 )
『イングリッシュ
　　　　リトミック②』

31

園庭開放

21日は春分の日。自然をたたえ、生物をいつくしむための日とされています。本格的な春
到来までもうすぐ。お散歩の道すがら、花や虫たちを探してみましょう。きょうは何を見つ
けたか、ひろばの先生にも教えてくださいね。



春本番、あたたかな日差しの下、つい出かけたくなる季節です。お散歩がてら、若竹学園
の子育て支援センターに遊びに来ませんか？ 親子でのびのび遊べる場所と、子育ての相
談にのってくれる先生が待っています。まずは「はじめてのひ」からどうぞ！

何をどう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！第 1期

登録受付中！
(4・5・6月)

2023年度

※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

【イチゴ】今月の制作テーマ
身近な材料を使った、楽しい工作にチャレンジ
しましょう！ご希望の方はお声がけください。

地域子育ての一環として、安全に遊べる場所を
提供する「園庭開放」を実施中。
日程はお声がけください。

初めて参加される方限定です！

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。

4/

10日
(月)

お知らせ

時　間
場　所

9：00～11：00 (受付8：30～8：55）
篭原若竹

定員40組  15 日 (土 )『園庭開放～子育て支援説明会～』

４がつ

2023 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　鈴木　順子

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。

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！！

開催時間　9：30～ 14：30

＊のこのこクラブ　

　５月 15 日 (月 )『サーキットトレーニング』

 

 
  

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10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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園庭開放
子育て支援
説明会

※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。

親子で幼稚園体験 のこのこクラブ

1

子育て支援事業に参加される際の留意事項

11

18

25

42

未就園児のよい子さんとその保護者さまを対象に友だちづくりや
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…

４/10(月)
申込受付
開始‼

昭和の日

月 1回　月曜日開催

●篭原さみどり認定こども園子育てセンターと
　合同で行う場合があります。

●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。

ご来園の皆さまに健康管理表の提出、手指消毒のご協力をお願いしております。事前に健康管理表を
学園ホームページより印刷し、当日検温後に必要事項を記入しご提出ください。マスクにつきまして
は、若竹学園全園の方針として園児・未就園児の着用は求めておりません。保護者さまにおかれまし
ては、室内での活動のマスク着用を推奨いたします。詳細は学園ホームページをご覧ください。【健康管理表提出・手指消毒のお願い】

ご来園時には、健康管理表の提出（検温）、手指消毒のご協力をお願いします。
健康管理表は若竹学園ホームページからダウンロードできます。
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