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 ※イベントは急遽中止する場合がござい

ます。ご参加される前に必ずホームページ

をご確認下さい。 

又、当園のインスタグラムでも最新情報を

上げていますのでそちらでもご確認頂け

ます。ご心配な方はお電話でお問い合わせ

も受け付けております。 
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４月分一時預かり 

受付予約開始 

10:00〜 
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3 

 

Ｐ
Ｍ 

 

〈イベント予約〉 

13:00〜  

◎元気に体操しよう 

(３歳児以上) 

15:00〜15:30 
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7 
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自由開放 

10:30〜12:00 

9 

自由開放 

10:30〜12:00 

10 

 

Ｐ
Ｍ 

◎元気に体操しよう 

(1,2 歳児) 

14:30〜15:00 

◎ベビーマッサージ 

14:00〜15:00 

◎親子でリズムダンス 

In 弁天保育園 

14:30～15:20 

 ◎ストレッチクラス 

（親子）in 弁天保育園 

14:00〜15:00 
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自由開放 

10:30〜12:00 

14 

 

15 
 

16 

自由開放 
10:30〜12:00 

17 
 

Ｐ
Ｍ 

自由開放 

13:30〜15:00 

 ◎親子エクササイズ 

13;30〜14:30 

自由開放 

10:30〜12:00 
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自由開放 

10:30〜12:00 
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    春分の日 

 

◎リトミック 

10:30〜11:00 

 

◎My パートナー 

保育園（０歳児両方） 

10:30〜11:30 

 
◎My パートナー 

保育園（1 歳児） 

10:30〜11:30 

Ｐ
Ｍ 

◎元気に体操しよう 

(３歳児以上) 

15:00〜15:30 

◎My パートナー 

保育園（０歳児高月齢） 

13:30〜14:30 

◎My パートナー 

保育園（０歳児低月齢） 

13:30〜14:30 

◎ストレッチクラス 

（親子）in 弁天保育園 

14:00〜15:00 
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自由開放 

10:30〜12:00 
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29   

自由開放 

10:30〜12:00 

30 

 

31 

 

Ｐ
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◎チャレンジクラス 

15:00〜15:30 

◎身体測定 

  13:30〜14:15 

14:15〜15:00 

◎誕生会 

14:00〜15:00 

  

ひ よ こ 通 信  

 
 

・支援センター入口は、玄関向かって右側の奥の扉となります。イベント開始５分前に間隔をあけてお並び

下さい。検温をしますので、必ず時間までにお越し下さい。 

・お部屋に入ったら、必ず手洗い、消毒をして下さい。 

・体調不良時（咳、鼻水等）、発熱時（３７.５℃以上）はご利用をお断りします。 

 （同居する家族を含む） 

・発熱後のご利用は、解熱から２４時間以上の経過観察が必要です。 

・付き添いの保護者は１名様のみでのご利用をお願いします。また、必ずマスクを着用して下さい。 

・当面の間、施設内で水分補給以外の飲食はできません。 

・特定の場所に密集しないよう、適度な距離を保つようにしましょう。 

・衛生上、園にある０歳児のおもちゃは使用出来ませんので、お気に入りのおもちゃをお持ち下さい。 

支援センター 

ご利用上のお願い 

～イベントについてのお願い～ 

ひよこクラブについて 

＜ 開 所 時 間 ＞月曜日～金曜日（祝日除く）  

１０：３０～１５：００ 

＜お問い合わせ＞１０：００～１６：００ 

        TEL０４７－３１６－８８４２ 

※保育園の駐車場（９台分）ご利用頂けます。 

満車の際は、近隣の中駐車場をご利用下さい。 

浦安市立弁天保育園 

支援センターひよこクラブ 

令 和 5 年 ３ 月  
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・全てのイベントに予約が必要です。（自由開放はご予約の必要はございません） 

・同じイベントの予約は１回のみとなりますが、「ストレッチクラス」、「元気に体操しよう」は、3 月１日

（水）の 14：00〜からお電話にて、空きがあれば２回目の予約をお取り頂けます。 

・イベントのキャンセルは下記の番号にＳＭＳでお知らせ下さい。（前日まで） 

 ０８０－４３４１－８８４１ 

 その際、①名前 ②イベント名 ③キャンセルの理由（簡単で構いません）を入れて下さい。 

 キャンセルはイベント前日までにご連絡ください。 

（キャンセル待ちの方がいらっしゃる場合がございます） 

 体調不良等により当日キャンセルになる場合は、047-316-8842にご連絡下さい。 

 ご連絡がない場合は無断キャンセルになり、無断キャンセルが続きますと今後ご利用が出来なくなる場合 

がありますのでご注意下さい。 

・お部屋、玩具の消毒等の都合上、イベントが終わり次第速やかにご退室頂ける様、ご協力お願いします。 

 

 

22 

始めました！ 

イベント情報 

一時預かりなど 

園に関する事を 

配信していきます！ 

是非フォローお待ち

しています！ 

13 

春を待ち侘びていたかのように、戸外遊びやお散歩をいつも以上に楽しんでいる子どもたち。いよいよ

今年度も残り一ヶ月。新生活や来年度の準備をしながら、残りの日々もおもいっきり楽しんでいきまし

ょう！支援センターでは一月、二月に行った“手形花柄アート”に引き続き、三月は絵の具を使った“キ

ャンバスアート”を行います。絵の具なのに汚れない、仕上がりはとても可愛くできる製作になります

ので遊びに来た際に是非作ってみてくださいね！今年度も一年間弁天保育園支援センターをご利用頂

きましてありがとうございました。来年度も皆様が遊びに来るのをお待ちしております！ 
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イベントのご案内 

＜ベビーマッサージ＞ 

浦安市内でベビーマッサージ＆サイン教室を開いている井島先生が

講師です。赤ちゃんの身体、心、脳に良い事が沢山あるベビーマッサ

ージを通してママも癒されますよ！ 

定員：10 組/０歳児対象 

持ち物：バスタオル、授乳用ケープ 

 

＜親子でリズムダンス in 弁天保育園＞ 

講師は元ディズニーダンサーの YURI 先生。小さなお子さんでも楽しく出来るダンスや、ディズニー

の音楽などに合わせてストレッチなども行います。大人も一緒に楽しめますよ！ 

定員：８組/２歳以上対象  

持ち物：飲み物、汗拭きタオル 動きやすい服装でお越し下さい。 

 

＜ストレッチクラス in 弁天保育園＞ 

浦安市内でダンス教室やストレッチクラスを開いている元ディズニーダンサ

ーの shinji 先生によるストレッチです。体を伸ばして、心身ともにリフレッ

シュしましょう。お子さんは隣で見ながらの参加となりますが、出来るお子

さんは一緒に体を動かしてみて下さい！ 

定員：８組 持ち物：飲み物、汗ふきタオル、お気に入りのおもちゃ 

      動きやすい服装でお越しください。 

 

＜元気に体操しよう！＞ 

みんなで元気に体を動かしませんか？体操カードをもらって、出来た項目にスタンプを押してもらえるよ！楽しみながら、

体の動かし方を学ぼう！ 

定員：１０組 動きやすい服装でお越し下さい。 

持ち物：飲み物、汗ふきタオル、体操カード（お持ちの方のみ） 

 

◎０歳児（Ｒ３.４.２生まれ～） 

内 容（高・低月齢・両方）： 

定 員：各 10 組 

持ち物：水分補給用の飲み物 

    手拭き用タオル 

    せいさくちょう（お持ちの方のみ） 

 

◎１歳児（R2.４.２生～R３.４.１生） 

内  容：公園にお散歩に行こう！ 

定 員：各 10 組 

持ち物：飲み物、手拭き用タオル 

   せいさくちょう（お持ちの方のみ） 

～Ｍｙパートナー保育園～ 

 

＜親子エクササイズ＞ 

講師は元ディズニーダンサーで 2 児の母の kotomi 先生。親子で触れ合いなが

らウォーミングアップをしたのち、親御さん向けに簡単な振付のダンスを踊り

ます♪音楽に合わせて体を動かしてリフレッシュしましょう！※動きやすい服

装でお越しください。 

定員：８組/首の座った赤ちゃん〜2 歳まで 持ち物：汗拭きタオル、飲み物 

 

＜身体測定＞ 

大きくなったかな？身長、体重を測り、手形足形のスタンプも出来ま

す。健康カードをお渡しするので、毎月の成長が分かりやすく確認で

きますよ。 

定員：各８組/２部制になっています。 

持ち物：手拭きタオル、飲み物、健康カード（お持ちの方） 

 

 

＜体操チャレンジクラス＞ 

鉄棒や跳び箱、縄跳びなど一つの種目を集中して行う、「元気に体操しよう」からステップアップした体操クラスです。ホップ・ステップ・ジ

ャンプと段階を踏みながら、最終目標を達成できるようにします。身体を動かすのが好きなお友だち、体操に興味のあるお友だちは是非参加

してみて下さいね。 

対象：４歳児クラス（年中クラス）以上 定員：２０組 持ち物：汗拭きタオル 

＜自由開放＞ 

支援センターで自由に遊べる時間です。室内でゆったりお子さんと一緒に遊んだり、お母さん同士や保育士と子育ての悩みや情報交換、楽しい

お話に花を咲かせてリフレッシュするのもいいですね！ 

また、季節の製作や手作りおもちゃも作れたり、お誕生月のお友だちは、誕生日カードを作ることが出来ます。作りたい方は職員に声をかけて

下さいね。 

開放日時・表面のスケジュール表をご確認ください。 

AM10:30～AM12:00 PM1:30〜PM3:00 持ち物：飲み物、タオル 

＜どんなことをするの？＞ 

簡単な朝の会から始まり、お名前呼びや絵本の読み聞かせを楽

しみ、その月の季節の製作を行います！（０歳児は手形足形ア

ートになります。）その他は触れ合い遊びやリズムダンス、寝相

アートやサーキット遊びなど月によって変わりますので、ひよ

こ通信でご確認ください。 

＜登録方法＞ 

Ｍyパートナー保育園のイベント予約を取って頂き、参加した際

に登録を行います。Ｍｙパートナー保育園に参加された方は、

きっずノートというアプリにも登録する事が出来ます。イベン

トの優先予約や、園からの連絡、悩み相談等もできるようにな

るので、是非一度お越し下さい。 

 

＜リトミック遊び＞ 
弁天保育園で行っている天野式リトミック。ピアノの音に合わせて、手拍子したり、ジャンプをした

りして体を動かして遊びませんか？表現力や音楽的な感覚を身に付けるだけではなく、友だちとの

協調性や自立心を養う効果がありますよ。 

定員：各８組 /1 歳半以上対象 持ち物：飲み物、タオル 

＜誕生会＞ 

保育園でお誕生日をお祝いしませんか？お誕生日のお友だちと一緒に誕生会を行いますよ。 

素敵な誕生カードも作れるのでぜひ記念にどうぞ！！ 

定員：８組（１２月〜１月うまれのお友だち） 

持ち物：飲み物、タオル、お子さんの誕生カード用写真（L 判） 


