
                                                      令和元年１２月 1 日 

   社会福祉法人教泉会黒野こども園 

          ゆずりは通信    子育て支援センターゆずりは  

 

 こども園の木々にイルミネーションが飾りつけられました。日が暮れるのが早くなり、辺りが

薄暗くなってくると、お迎えを待つこども達もどこか寂しさを感じるようです。こども達と一緒

にイルミネーションを見ていると「先生、どうしてキラキラつけるの？」と聞くので「“サンタさ

んに黒野こども園はここですよ。待ってるよ。”って伝えるためかなあ。」と話すと期待に満ちた

表情に変わり、お迎えに来た保護者の方に「見て。キラキラきれいだよね。」と得意気に話すこど

も達。クリスマスはファンタジーの世界を楽しむきっかけのひとつでもあります。子育て支援セ

ンターゆずりはでもクリスマス会を計画しています。また 12 月は年末の大掃除や餅つきなど、

年を越すための昔ながらの伝統的な行事もたくさんあります。お子さんの成長を喜ぶと共に迎え

る新年が素敵な一年になるように、こうした行事に触れながら様々な経験をしていきたいですね。 

親子教室の C コースが 

始まりました  

     
「クレヨンで色を塗って 3 匹の子ぶたの家を描     絵の具を塗ってもクレヨンの線が消えない事      
いてるよ。」塗り方にも個性やこだわりが見ら     が面白く、どんどん重ねて塗る子も。 

れます。                                                                                    

        

  びりびりに破った新聞紙のわらに飛び込む      たくさん遊んだ新聞紙は段ボール製の家に 

  よ。カサカサと音がして楽しいなあ。        1 枚ずつ貼っていきました。 



 

 

 

 

 

１2 月の活動予定 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊予定は天候、その他の理由で変更する場合があることをご了承ください.。 

≪黒野こども園北館 2 階                 【申し込み方法】 

子育て支援センターゆずりは利用時間≫         ★ホームページ（子育て支援を選択し、カレンダーの 

子育て支援室 月曜日～金曜日   10:00～1６:00    該当日をクリックすると申し込み画面に飛びます。） 

園庭開放  月曜日～金曜日    9:30～1５:00   ★インスタグラム（子育て支援センターゆずりは） 

                    土曜日   9:30～13:00   ★支援室内の申込用紙にて             担当 

子育て相談 月曜日～金曜日  10:00～16:00  ★ ℡.058－239－0134 村木 

図書の貸出 月曜日～金曜日  10:00～16:00  ※予約のキャンセルをされる 

際は当日 9 時までに必ずご連絡を下さい。  

C コースは 1 才児 4 組、2 才児 4 組、3 才児 3 組の

合計 11 組の親子の皆さんが参加されています。『3 匹の

子ぶた』の話をエプロンシアターや仕掛け絵本などで見

た後に物語に登場する、わらや木、レンガの家を作るごっ

こ遊びを音楽や造形遊びを通して楽しみます。 

 1 回目はクレヨンと絵の具で 

 2 回目は新聞紙と段ボール箱を使って 

 3 回目は絵の具と段ボールでと様々な方法で遊びます。 

月 火 水 木 金 土 日

2
子育て支援室
10:00～16:00
園庭開放
9:30～15:00

3　※事前予約者のみ
各コース定員10組
【親子教室Cコース 6回目】
10:30～12:00
子育て支援室
13:00～16:00
園庭開放
9:30～15:00

4
子育て支援室
10:00～16:00
園庭開放
9:30～15:00

5 ※要予約
クリスマスイベント第1回
★クリスマス飾りを作ろう
★クリスマスの音楽遊び
子育て支援室
13:00～16:00
園庭開放
9:30～15:00

6 　※3組空き有　要予約
【親子で造形遊び】
～手型で1月のカレンダー作
り／　対象：1才以上
10:45～12:00
子育て支援室
13:00～16:00
園庭開放
9:30～15:00

7
園庭開放のみ
9:30～13:00

8

9 (要予約）定員10組
【12月のHappy Bityhday
Club(誕生日会）】
10:45～12:00
★お話し読み聞かせ
★身体測定
★誕生日カード作り
子育て支援室
13:00～16:00
園庭開放
9:30～15:00

10　※Ｄコース申し込み受付
中/各コース定員10組
【親子教室Cコース 最終回＆
Dコース 1回目】
Cコース/10:30～12:00
Dコース/11:15～12:00
子育て支援室
13:00～16:00
園庭開放
9:30～15:00

11
子育て支援室
10:00～16:00
園庭開放
9:30～15:00

12 ※要予約
クリスマスイベント第2回
★クリスマスの絵本紹介
★クリスマスの音楽遊び
子育て支援室
13:00～16:00
園庭開放
9:30～15:00

13
子育て支援室
10:00～12:00
園庭開放
9:30～12:00
※出前保育のため支援室・
園庭開放共に午前のみ

14
園庭開放のみ
9:30～13:00

15

16
子育て支援室
10:00～16:00
園庭開放
9:30～15:00

17　※申し込み受付中
各コース定員10組
【親子教室Dコース 2回目】
10:30～12:00
子育て支援室
13:00～16:00
園庭開放
9:30～15:00

18（要予約）定員：2０組
【12月のセミナー／ベビー
マッサージ】
10:00～11:00
≪対象≫4ヶ月（首が据わっ
ているお子さん)～1才6ヶ月
まで
子育て支援室
13:00～16:00
園庭開放
9:30～15:00

19※要予約
クリスマスイベント第3回
★クリスマスの絵本紹介
★クリスマスの音楽遊び
子育て支援室
13:00～16:00
園庭開放
9:30～15:00

20 ※１組空き有　要予約
【ラブリーコアラ】
★造形遊び～様々な素材に
触れて遊ぼう
10:45～11:45
対象：１～２才児
子育て支援室
13:00～16:00
園庭開放
9:30～15:00

21
園庭開放のみ
9:30～13:00

22

23　※要予約　定員２０組
【クリスマス会】
★お話しの読み聞かせ
★ハンドベル演奏etc..
10:30～11:45
子育て支援室
13:00～16:00
園庭開放
9:30～15:00

24　※申し込み受付中
各コース定員10組
【親子教室Dコース 3回目】
10:30～12:00
子育て支援室
13:00～16:00
園庭開放
9:30～15:00

25
子育て支援室
10:00～16:00
園庭開放
9:30～15:00

26 27 28 29

30 31 　



各イベントの過去の内容は

ホームページにてご覧頂け

ます。 

≪親子教室Ｄコース予約受付中です≫※定員 1２組／要予約 

（Ｄコース→１0 月１日 現在  残り９組の空きあり…D コースの申込期限は１１月２６日までです。） 

 【日時】☆Ｄコース（12/10・12/17・12/24・1/7・1/14・１/21・１/28） 

毎週火曜日 １０：３０～１２：00  ※初回のみ１１：１５にお越し下さい。 

≪親子で造形遊び 第６回≫  ※要予約（３組空きがあります）         

【日 時】1２月６日（木）10:45～11:45  【対 象】1 才以上 

【内 容】★1２月のカレンダーの題材は“新年のお祝い”です。 

★手形のカレンダー作り…手形を取り、それを使い“だるまや富士山・門松”を作ります。 

  

１２月の活動予定   

 

 

 

 

 

 

≪クリスマスイベント≫ ※変更点／4 回連続参加からいつでも自由の参加となりました。 

➀【クリスマス飾りを作ろう】 

12 月 5 日（木）10:30～11:5０頃 

★0 才児  →手足型トナカイさん   10:30～11:00 （定員：5 組） 

      ★1 才児  →ふわふわリース     10:30～11:00 （定員：5 組） 

★2，3 才児 →紐通し＆色紙貼りブーツ 11:10～11:50 頃（定員：10 組）        

  ②【クリスマスのお話し読み聞かせ＆歌遊び・楽器遊び】（定員：12 組） 

12 月 12 日（木）10:45～11:45 頃 

★クリスマスの絵本紹介＆読み聞かせ 

★クリスマスの音楽遊び（手遊び・親子ふれあい遊び・ハンドベル） 

  ③【クリスマスのお話し読み聞かせ＆歌遊び・楽器遊び】（定員：12 組） 

12 月 1９日（木）10:45～11:45 頃 

★12 日と同じ内容で繰り返し遊びながら練習します  

  ④【クリスマス会】（定員：20 組） 

12 月 23 日（木） 10:45～11:45 頃  

      ★お子さんのクリスマス作品を飾りつけ、ハンドベルや手遊び、大型絵本を楽しみましょう。 

  

  

 

 

 

≪Happy Birthday Club～１１月の誕生日会～≫ ※定員 10 組／要予約 

【日 時】１２月９日（月）10:45～1２:00 頃                

【対 象】１１月生まれのお子さん以外も参加できます 

・誕生日カードは誕生月のお子さんのみ 

・誕生者以外のお子さんも②・④は体験できます 

【内 容】①誕生日カード作り（手型込み） ②身体測定 ③記念撮影 ④お話しの読み聞かせ・手遊び 

 

 ≪ラブリーコアラ≫ ※事前要予約（1 組空きがあります） 

 【日 時】12 月 20 日（金）10:45～11:45 

 【対 象】1～2 才児 

 【内 容】・様々な素材に触れて遊ぼう…複数の素材を、お楽しみ袋から出して遊びます。  

      ・仕掛け付きの段ボールのガチャガチャボールを転がしたりシールを貼って遊びます。 
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１月の活動予定      

                 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

《黒野こども園までのアクセス》 

≪1２月のセミナー／ベビーマッサージ≫ ※定員 20 組／要予約 

【日 時】１２月１８日（木）10:0０～11:0０  

【対 象】4 ヶ月（首が据わっているお子さん）～1 才 6 ヶ月まで 

【内 容】ベビーマッサージを通して親子でゆっくりと触れ合う時間を楽しみませんか？ 

     お母さんもお子さんも心和む素敵な時間を共有しましょう。 

【場 所】子育て支援室 ゆずりは or2 階ホール 

【持ち物】バスタオル（お子さんの体の下に敷く用）・水分補給用の飲み物 

お気に入りの玩具（手に持てるくらいのサイズ） 

【お願い】・当日は来られる前に検温をし、熱がないか確認してからご参加下さい。 

     ・予防接種をしてから 24 時間以内のお子さんは参加できません。   

月 火 水 木 金 土 日

1 2 3 4 5

6 7 ※申し込み受付中
【親子教室D　4回目】
10:30～12:00
子育て支援室
13:00～16:00
園庭開放
9:30～15:00

8
子育て支援室
10:00～16:00
園庭開放
9:30～15:00

9
子育て支援室
10:00～16:00
園庭開放
9:30～15:00

10
出前保育のため支援室・園
庭開放共に午前中のみ
子育て支援室
10:00～12:00
園庭開放
9:30～1２:00

11
園庭開放のみ
9:30～13:00

12

13
子育て支援室
10:00～16:00
園庭開放
9:30～15:00

14 ※申し込み受付中
【親子教室D　5回目】
10:30～12:00
子育て支援室
13:00～16:00
園庭開放
9:30～15:00

15
子育て支援室
10:00～16:00
園庭開放
9:30～15:00

16
子育て支援室
10:00～16:00
園庭開放
9:30～15:00

17 ※3組空きがあります
【親子で造形遊び】
手足型で2月のカレンダー
作り
10:45～12:00
子育て支援室
13:00～16:00
園庭開放
9:30～15:00

18
園庭開放のみ
9:30～13:00

19

20
子育て支援室
10:00～16:00
園庭開放
9:30～15:00

21  ※申し込み受付中
【親子教室D　第６回】
10:30～12:00
子育て支援室
13:00～16:00
園庭開放
9:30～15:00

22　※事前要予約
ラブリーカンガルー
10:45～11:45
内容：造形遊び
対象：6ヶ月～概ね1才児
子育て支援室
13:00～16:00
園庭開放
9:30～15:00

23
子育て支援室
10:00～16:00
園庭開放
9:30～15:00

24
子育て支援室
12:00～16:00
園庭開放
9:30～15:00

25
園庭開放のみ
9:30～13:00

26

27
子育て支援室
10:00～16:00
園庭開放
9:30～15:00

28※申し込み受付中
【親子教室D　最終回】
10:30～12:00
子育て支援室
13:00～16:00
園庭開放
9:30～15:00

29
子育て支援室
10:00～16:00
園庭開放
9:30～15:00

30 (要予約）定員10組
【Happy Birthday クラ
ブ】
10:45～12:00
★お話し読み聞かせ
★身体測定
子育て支援室
13:00～16:00
園庭開放
9:30～15:00

31
子育て支援室
10:00～16:00
園庭開放
9:30～15:00


