2022 年 7 月号

対

利用日時：月～金９:30～14:30

⑩しおん広場だより

（土日・祝日休み）

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：印西松崎 517

象：０～５才児

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。）

◆周辺図

時間 11:10～11:40(11:05 集合)
市道

みなみ

講師：『 南

しおんハウス

幼稚園の園庭で
遊べます。

駐
車
場

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！

準備体操から始まり、
ディズニー体操で体を慣らして
温めましょう。

月 1 回 先着１０組限定
2 才児クラス
対象：2019.4.2～2020.4.1

外遊び：11～12 時
月 1 回先着１０組限定
0~1 才児クラス
対象：2020.4.2 以降生まれ
●ゴスペルリトミック ●親子で ABC

●ゴスペルリトミック
●親子で ABC

●チア
●サッカー

ゴスペル、ABC、チア、サッカーは、電話予約では受け付けておりません。
★ひろばに来館し、予約表に記入をしてください。
★対象年齢をご確認の上、お申し込み下さい。
1（金）
✿外遊び

遊びに来てね

11:00~12:00

4(月）
✿外遊び

5 (火)
✿質問タイム

6（水）
✿ゴスペルリトミック

7（木）
✿親子で ABC

8（金）
✿製作 あさがお

11:00~12:00

11:00~11:30

0.1 才児

2 才児
10:30~10:55

10:30~11:00

9:50~10:30

✿親子サッカー
2 才児
10:20~10:45

え つ こ

悦子先生』

エペソ５：８

文字省略の為、下のアイコンを使用します。

対象：2 歳児(2019.4.2～2020.4.1 生まれ)
要予約：先着１０組

印西しおん幼稚園園舎

11~12 時

今月の予定

広場はしおんハウスで行います。

木曜日「２歳児チア」

外遊び

今月の聖書：光の子どもらしく歩みなさい。

11 (月） 12 (火)
✿外遊び
✿質問タイム
11:00~12:00

11:00～11:30

13（水）

おやすみ

18 (月） 19 (火） 20 (水）
✿質問タイム
✿ゴスペルリトミック

おやすみ

11:00~11:30

リトルエンジェル

2 才児
9:50～10:30

✿チア

2 才児
11:00～11:30

14（木）
✿親子で ABC
0.1 才児
10:30~10:55

21 (木）
✿親子で ABC
2 才児
10:30~10:55

25（月）
✿水遊び

26（火）
✿水遊び

27 (水）

11:00~12:00

11:00~12:00

0.1 才児
9:50～10:30

✿ゴスペルリトミック

10:30～11:00

22 (木）
✿外遊び
11:00~12:00

✿チア

2 才児
11:00～11:30

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。

15（金）
✿おはなしかい

28 (木）
✿水遊び
11:00~12:00

29（金）
✿製作 きんぎょ
10:30~11:00

《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。
●7 月に、幼稚園園庭にて水遊びを行います。ひろばに来館し予約表に記名して下さい。
詳細は、別紙・室内ポスターをご覧下さい。（天候によっては出来ない日もあります）

◆火曜日：質問タイム 11:00~11:30 場所:しおんハウス
幼稚園・保育園の質問について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(集合 9:55)
年齢別 要予約：先着１０組 講師：「宮内ひろこ先生、藤巻ゆうこ先生」

スカーフや、鈴を使い、リズムに合わせて楽しみます。
賛美・童謡・英語の歌も歌います。
曲 ♪ OH/HAPPY/DAY ・ ドレミの歌 ・ パンダうさぎコアラ♪

◆木曜日：「親子で ABC」 10:30~10:55（集合 10:25）
年齢別 要予約：先着１０組
幼稚園の英語講師のマジェリン先生・マンディラ先生と一緒に、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、歌を通して体を動かして楽しみます。
♪Hello Song ♪Head,Shoulders,Knees＆Toes 等季節ごとの歌を英語で歌います。

◆金曜日：「おはなしかい」10:30~11:00

（集合 10：25）

今月のおはなしかいは、「はらぺこあおむし」のエプロンシアターをします。
【あらすじ】卵から「ぽん！」と小さなあおむしが生まれました。腹ペコのあおむしは、さっそく食べ物を
探し始めました。あおむしはお腹がペコペコ。どれだけ食べてもたりません・・・

◆水曜日：「親子サッカー」10:20~10:45(集合 10:15)
対 象：2 歳児(2019.4.2～2020.4.1 生まれ)要予約：先着１０組
●ボールを追いかけ、シュートを一緒にしませんか？
講師：池田隼大先生

どうなるのかな？歌に合わせて行います。楽しみにしていてください！！

♦制作 8 日（金） 「あさがお」 10：30～11：00
要予約：先着 10 名
指先を器用に使い、折り紙で綺麗なあさがおを作りましょう。
予約は広場で受け付けます。
電話での予約は出来ません。

（難しいところは保護者の方と一緒に折りましょう）

天候や園行事等によって
中止になる事があります。

賛美：海で泳ぐ

今月の歌：手のひらを太陽に

海で泳ぐ魚たち

僕らは皆生きている
生きているから歌うんだ
僕らは皆生きている
生きているから悲しんだ
手のひらを太陽に透かして見れば
真っ赤に流れる僕の血潮
ミミズだって オケラだって アメンボだって
みんなみんな 生きているんだ 友達なんだ

空で遊ぶ小鳥達
私たちも神様に
造られ育った仲間達

♦制作 29 日（金） 「きんぎょ」 10：30～11：00
要予約：先着 10 名
絵本「金魚がにげた」の金魚を袋に入れて捕まえましょう！！
（花紙をくしゃくしゃにして、画用紙の金魚を入れます）

水遊び（11:00~12:00）
ひろばに来館し、予約表に記入をして下さい。
親子一緒になって遊びます。
子供の安全指導は保護者です。
水遊びは、天候により、お休みになる時もあります。

スライダーは
15 分交代です

