今月の聖書： 見よ。わたしは新しい事をする。今、もうそれが起ころうとしている。

2022 年 6 月号

対
象：０～５才児
利用日時：月～金９:30～1４:30
（土日・祝日休み）

⑩しおん広場だより

り

（学）西村学園 しおんワールド・地域子育て支援拠点事業
住所：印西市松崎 517

直通（070-3174-3124）

HP:www.nishimura.ac.jp

☎:0476(46)1349

◆しおん広場は親子で遊べる室内公園です！
●広場で 1 日 1 枚のシール Get しよう！
●ためたシールでプレゼントを Get しよう！
●広場は親子一組で遊ぶ所です。
●子供の安全指導は保護者です。
↑しおんハウスの様子（ミッフィーのお家です。）

今月の予定

文字省略の為、下のアイコンを使用します。

◆水曜日：「親子サッカー」

11~12 時
0~1 才児クラス
対象：2020.4.2 以降生まれ

対象：2 歳児
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要予約：先着１０組
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✿質問タイム
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ボールを追いかけ、シュートを一緒にしませんか？
予約は、しおん広場で受け付けます。
電話での予約は出来ません。
※天候や園行事等によって 中止になる
事があります。 ご了承下さい。

✿チア
2 才児

16（木）
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講師：池田隼大先生

11:00~12:00
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2 才児サッカー
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広場はしおんハウスで行います。

◆周辺図
印西しおん幼稚園園舎
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《お知らせ・お願い》
●初めて来館された方は職員に声をかけて下さい。
●ひろばへのお問合せ電話は、9:30～14:00 の間にお願いします。
★しおん広場では参加者の楽しい雰囲気を撮影します。
ご理解と協力をお願いします。

♦火曜日：質問タイム 11:00~11:30 場所:しおんハウス
幼稚園・保育園についての質問は予約制になります。 ひろば職員が対応致します。

♦水曜日「ゴスペルリトミック」10:00~10:30(9:55 集合)
対象:0,1 歳児・2 歳児年齢別クラス
要予約：先着 10 組
講師：「宮内ひろこ先生、藤巻ゆうこ先生」
スカーフを振ったり、鈴を鳴らしたりリズムにあわせて楽しみます。賛美・童謡・英語の歌も歌います。
曲：♪ドレミのうた ♪Hallelujah! ♪ABC song 等

♦木曜日「２歳児チア」 時間：11：10～11：40（11:05 集合）
対象：2 歳児(2019．4.2～2020．4.1 生まれ)
要予約：先着１０組 講師：『 南 悦子先生 』
リズム感のある曲でダンスをしたり、ポンポンを持って踊ったり
とても楽しく体を動かします。大人も一緒に楽しめます。
一緒に体を動かしてみませんか？体を動かすと気持ちが良いですよ！

◆金曜日：「おはなしかい」 10:30~11:00（10:25 集合）
♦木曜日「親子で ABC」時間 10:30～10:55(10:25 集合)

手遊び・紙芝居・絵本・エプロンシアターなどを行います。（内容は毎回変わります）
楽しい会となっています！！参加してみませんか？

対象：0.1 歳児・2 歳児の年齢別クラス
要予約：先着１０組 講師：『マジェリン先生・マンディラ先生』
幼稚園の英語講師と一緒に、英語で遊ぶ時間です。
英語に触れてみませんか？英語で挨拶を交わしたり、歌を通して体を動かして楽しみます。
♪Hello Song ♪Head,Shoulders,Knees＆Toes 等、
一緒に季節ごとの歌を英語で歌います。

アンパンマンと、

みんなが来るのを
待っているよ！！

新しいおもちゃが
今月の歌：かえるのがっしょう
かえるのうたが 聞こえてくるよ
クワ クワ クワ クワ ケケケケケケケケ
クワ クワ クワ

今月の賛美：ぱらぱらおちる
① ぱらぱら落ちる 雨よ雨よ ぱらぱらぱらと
なぜ落ちる かわいた土を やわらかにして
きれいな花を さかすため
② ちらちらおちる 雪よ雪よ ちらちらちらと
なぜ落ちる 葉のない枝に やわらかそうな
まわたの服を きせるため

♦制作 1０日（金）「かたつむり」 10:30～11:00
要予約：先着 10 名
手先を器用に使って、ゆらゆら揺れるかたつむりを作りましょう。

♦制作 24 日（金）「あじさい」10:30～11:00
要予約：先着 10 名

ちぎって貼って、季節を感じながらあじさいを作りましょう。

やってきたよ！！
沢山遊びにきてね

しおんタワー（11:00~12:00）
対象: 2019.4.2～2021.4.1 生まれ
親子一組になって遊びます。
子供の安全指導は保護者です。
しおんタワーは、園行事や天候により、
急にお休みになる時もあります。

