
岩沼市役所より西に徒歩で約３分、歴史ある石造りの教会が目印 

です。春には桜が咲きその下でのままごと遊び、夏は水遊びや蝉取り、 

秋は 落ち葉で遊び、冬はクリスマス一色に彩られる楽しい保育園 

です！毎月第１木曜日１０時から「みんなのごきげん広場」、第１金曜

日１０時から「トトロサークル」、毎週月曜～金曜日には園庭開放を行

っています。地域の就園前の親子さんが対象となっていますので、ぜひ

遊びに来てくださいね(^^) （※園庭開放は９；３０～１１；３０です。） 

＜みんなのごきげん広場＞     ＜トトロサークル＞ 

（※参加自由） 

・５月７日（木） 

（※登録制：随時入会可） 

・５月８日（金） 

・６月４日（木） ・６月５日（金） 

・７月２日（木） ・７月３日（金） 

・８月６日（木） ・８月・・・・・お休み 

・９月３日（木） ・９月４日（金） 

          岩沼保育園 ☎２２－３０８７ 

 

 

   ○５月１４日（木）【お外であそぼう】 

  ●６月２５日（木）【お外であそぼう】 

  ○７月２５日（土）【夏まつり】（開始時間未定） 

  ●８月 ６日（木）【水あそび】 

  ○９月 ３日（木）【お外であそぼう】 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

はるかぜデーに遊びに来ませんか？ 

はるかぜ保育園は、田んぼの側にあり、子ども達は虫や 

カエルをみつけるのに夢中で、園庭のあちらこちらで 

「いたよ！」「こっちだよ！」との声が聞かれ小さなバケツ 

に捕まえては見せ合うことを喜んでいます！ 

        はるかぜデーでは、月に一回地域の方をお招きし、 

園の遊びや行事を一緒に楽しみたいと考えています。 

 

 

 

 

 

 

 ☆開始時間は１０：３０、各自飲み物、帽子等 

必要な物を持参していらして下さい。 

☆参加の際は前日までに園にお問い合わせ下さい。 

TEL ０２２３（２５）６６７０ 

 

にこねっと 

 【にこにこ子育てねっと】とは、 

岩沼市内の認可保育所（園）が集まって、 

地域の子育て支援について考えたり、学んだり、イベントを 

開催したりしているところです。 

 この【にこねっと通信】では、各保育所（園）で行っている、

地域の方々特にお子様を対象とした取り組みをご紹介します。 

お近くの保育所（園）や、気になったイベントなどございまし

たら、ぜひご参加ください。 

岩沼保育園 

 

亀塚保育所 

 

亀塚保育所のかめかめデーでは、保育所で毎月行われる誕生会に

参加してもらっています。当日受付となり参加は無料です。 

「同年齢の子ってどんな遊びをしているのかな？」 

「地域のお母さん達と話してみたいな！」 

なんて思っている方、是非遊びに来てください♪ 

誕生会の後はかめかめデーに来てくれたお友だちと、下記のような

楽しい活動をしています！ 

日にち 時間 内容 

５月２０日（水） １０：００～ 室内運動遊び 

６月１６日（水） １０：００～ 小麦粉粘土遊び 

７月 ７日（火） 

  １８日（土） 

１０：００～ 

 ９：３０～ 

七夕飾りづくり 

なつまつり（保育所内） 

８月１９日（水） １０：００～ 魚釣りゲーム 

９月１６日（水） 

  ２６日（土）  

１０：００～ 

 ９：３０～ 

お月見会 

運動会（勤労者活動センター） 

参加お待ちしています。ぜひ、いらしてくださいね！ 

                 亀塚保育所 ☎２３－２４５６ 

旧国道 4 号線沿いのしんせん長春館に併設している保育園です。 

当園では地域の親子を対象として、平日の 9：30～11：30 園庭開放

しています。また、下記の行事にも皆様に参加していただき一緒に楽

しみたいと思います。申し込み不要なので、お気軽にいらして下さい

（＾ｖ＾）(子育て中の方どなたでも♪）    

 

日にち 時間 行事 内容 

５月２９日（金） １０：３０～１１：３０ 給食体験 

※申し込み必要 

親子で保育園の給食を 

試食します 

７月 ７日（火） １０：００～１１：００ たなばた会 七夕のおはなし等 

７月２５日（土） １５：００～１６：３０ 
夏まつり 

ほのぼの太鼓発表 

出店、コーナー遊び 

           

岩沼市から委託を受け病気などで集団保育が困難な期間、一時的に

お子さんをお預かりし保育しております。（小学 3年生まで利用可） 

専門スタッフ（看護師・保育士）が家庭的な雰囲気のもとで保育と

看護を行います。登録制で受付時間は月～金曜日 9：00～17：00、

登録の際は母子手帳をご持参下さい。 

お問い合わせ*ほのぼの保育園☎29-4124 

 

 東保育所では、年間を通して「さくらさくらんぼリズム」に

取り組んでいます！ピアノの伴奏に合わせて、動物になった

り汽車になって身体を動かします。初めての方も一緒に身体

を動かしましょう♪リズムの後には、お楽しみのお話しもあ

りますよ♪ 

 場所は、玉浦小学校の校庭南側にあり、東児童館と隣接し

ています。駐車場も広いので、どうぞ車でお越し下さい。 

～５月からの予定～ 

５月 22日（金）、６月１９日（金）、７月 2３日（木） 

８月 2７日（木）、９月 2４日（木）、１０月２9日（木） 

    ☆10 時開始です☆ 

問い合わせ TEL0223-35-7367 

            

 
ぽかぽかでー＆なかよしでー 



相の原団地のそばにあるピンクの建物が相の原保育所です。開放

日の時間や「あそびの集い」にぜひ足を運んでみてください。 

＜あそびの集い  １０：００～１１：００まで ＞ 

月 日 前 半 の 内 容 

５月２６日(火) パンダ公園で遊ぼう 

戸外で大型紙芝居や体操を楽しもう！ 

６月３０日(火) 保育所の子どもたちと一緒にあそぼう 

シャボン玉を楽しもう！ 

７月２８日(火) 保育所の子どもたちと一緒にあそぼう 

好きなあそびを楽しもう！ 

８月２５日(火) 水あそびをしよう 

タオルや着替えを持ってきてね！ 

９月２９日(火) 保育所の子どもたちと製作を楽しもう 

作ったものはおみやげです！ 

○開放日：月～金曜日の９：３０～１１：００まで 

              相の原保育所☎２２－２５３６ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ひよこ園電話番号→０２２３－２５－３０３４ 

  

まめっこの会 

西保育所は、岩沼駅西口を出て北に向かって徒歩１分！です。 

「同年齢の子どもたちと交流してみたい」「子育ての悩みを話してみた

い」･･･そんな気持ちにお応えできるよう、今年度もまめっこの会をスター

トします。     当日受付となり、参加は無料です！ 

どうぞ、気軽に参加してみてくださいね。 

 

 

 

 

 

 

 

 

まめっこの会以外の日も、月曜から金曜まで（９：３０～１１：３０） 

毎日所庭の開放をしています。天気の良い日は一緒に遊びましょう！ 

問い合わせ ☎ 0223-22-4488 

 

2-- 

～今後の予定～ 

５月１９日（火）保育所の同年齢のお友だちと遊ぼう。 

              手遊びやパネルシアターを楽しもう。 

６月１６日（火）保育所の同年齢のお友だちと遊ぼう。 

              親子触れ合い遊びを楽しもう。 

７月７日（火） 誕生会や七夕会に参加して楽しもう。 

☆９：３０から受付、自由遊び １０時からお集まりになります。 

西保育所 岩沼北保育園 

ひよこ園 竹駒保育園 

 竹駒神社の森に囲まれた緑がいっぱいの保育園です。木のぬくもり

あふれる園舎には、小さいお友達も安心して遊んだり、ゆっくり絵本

が見られる「おはなしルーム」もあり、子ども達もひなたぼっこをし

ながら、くつろいで過ごしています。天気の良い日には、神社に散歩

や電車を見に行き、元気・笑顔がいっぱいの子ども達です。 

 ＊園庭開放＊  （月）～（金）９：３０～１１：３０ 

ピカチューやミッキーのすべりだいがあるよ。遊びにきてね！ 

 ＊出前保育＊  竹駒神社の境内 １０：３０～はじまるよ！ 

・５月２８日（木） ・保育園のお友達と一緒に季節の歌を歌ったり  

・６月２５日（木） 手遊びをします。エプロンシアターや大型絵本 

・７月２３日（木） を見た後に青空の下で体操をしたり、絵本の貸 

・８月２７日（木）  し出しもあります。 

 ＊たけこまっこの会＊竹駒保育園ホール１０：３０～はじまるよ！ 

・９月１７日（木）・四季折々の保育園での行事に触れ、小さい子ども

達と一緒に、手作りおもちゃを作り楽しく身体を動かしましょう。 

                竹駒保育園 ☎２２－２７２９ 

岩沼北保育園 
○岩沼北保育園は相の原の住宅街にあります。地域の親子の方

を対象に様々な企画を立てています。是非ご参加ください。 

＜園開放日＞ 

・毎週水曜日 ９：３０～１１：３０ 

・園庭やホールで保育園の遊具やおもちゃで遊べます 

＜たんぽぽサロン＞ 

・地域の親子の方が参加できるサロンを開いています 

平成２７年度の予定   

 ６月１７日（水）/８月 ５日（水）/１０月２８日（水） 

みなさんに楽しんでいただける内容を企画中です！ 

＜離乳食体験＞ 

・秋頃からの予定で体験を行います。離乳食を始めたお子さん

はもちろん、これから離乳食を始める方、または保育園の離

乳食を体験してみたい方は是非ご参加ください。 

お問い合わせ 岩沼北保育園 TEL ２２－２５９３ 

ひよこ園では、「茶道教室」「英語教室」「かずあそび」「リズム教室」

「キッズビート体操」とたくさんの習い事があります♪少しでも参加

してみたい！どんなことをしているのだろう？と思った方はぜひ参加

お待ちしています。 

事前に電話予約が必要になっていますので、気軽にお電話お待ちし

ています！毎週火曜日は、園庭開放日となっています。保育園のお友

達も楽しく遊んでいるので気軽にお越しください。 

日にち 内容 日にち 内容 

6 月 3 日（火） 英語教室 8 月 12（水） 英語教室 

6月 22日（月） キッズビート 8月 31日（月） キッズビート 

7月 14日（火） 空手教室 9 月 15（火） 空手教室 

7月 31日（金） 茶道教室 9月 25日（金） 茶道教室 

     

 

 

 

 

相の原保育所 

チアフル保育園 

 ハナトピアの隣、坂の上にあり、広い駐車場で駐車も楽です。 

 園開放   毎週火曜日 9：30～11：00 

＊ 園庭、ホール、保育室等を開放します。 

好きな遊びを見つけたり、在園児と一緒に活動に参加したり、 

親子でのびのびと遊んで行ってくださいね。 

 チアフルデー   毎週土曜日 9：30～12：00 
＊ 親子で参加できる様々な活動を設定してお待ちしています。 

保育園の先生たちと一緒に楽しく遊んでみませんか？ 

 例えば…  ・リトミックリズム・季節の製作 

・園庭遊具遊び 

       ・ホールでの運動遊び 

       ・保育園周辺へのお散歩 ・プール遊び   など 

 

 

 
活動の内容は、Happy チャイルドカレンダーで   

お知らせしています。ぜひ遊びに来てください！                           

     問い合わせ ☎２５－６２２０       

 


