
プチふたばちゃんクラブ  



　今年度もスタートしてはや２ヶ月、幼稚園のお友だちもだいぶ落ち着いて遊べるようになってきました。  


そこで地域の方との触れあいをもっともっと大切にしよう！　  



ということで、今年も「プチ♥ふたばちゃんクラブ」を行うことにいたしました。  


　対象は「今年度満３歳になるお子さん」



「今年度満４歳になるお子さんで、幼稚園に在園していない方」です。  


もちろん在園児の弟さん妹さんでなくても歓迎です。  



　みんなでおやつを頂いたり、踊ったり、工作をしたり・・・公園で遊ぶのとはちょっと違う


ミニ幼稚園体験を、  ふたば幼稚園でしてみませんか？


お母さま方もお友だちを作るチャンスですね。  



　また育児相談なども随時行いますので、どうぞお気軽にいらして下さい。  


また、ご近所、お知り合いで興味のある方にもお伝え下さい。  


　お知りになりたいことがありましたらお気軽にご連絡下さい。  



主任　奥川まで（２７７－６５３３）  


月・火・木・金曜日の    aamm1100::3300〜ppmm1122::0000,,    ppmm1155::0000〜1166::3300の間でお願いします。  



●活動日


  １学期  　６//1155・６//2299・77//66



  ２学期        99//    77・  99//2211・1100//1122・1100//2266・1111//99・1111//1166・1122//2211



  ３学期        11//1188・  11//2255・    22//1155・    22//2222・    33//11



●活動時間      午前１０：３０~~１１：３０  



●場所        　  川崎ふたば幼稚園ホール  



●対象        　  HH2266..44..22~~HH2288..44..11日生まれのお子さんとおうちの方  



●入�会金          ５００円　((２年間継続の方は頂きません）  



●参加費          １回１０００円（おやつ、教材費等含む）  



●プチのブログです。よかったらこちらもご覧下さい。



        


    不定期更新中　　hhttttpp::////ppeettiittff..eexxbblloogg..jjpp  



----------------------------------------------------------------------------------------------------------きりとりせん----------------------------------------------------------------------------------------------------------------



プチ♥ふたばちゃんクラブ　入�会申込書


ふ　り　が　な                                                                                                            　　　お子さんの


お子さんのお名前                                                                                　　  男・女          生年月日  HH          年　　月　　日



　ふ　り　が　な  


保護者の方のお名前                                                                              　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                                  



ご住所                                                                            　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  



電話番号                                                                            　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　



http://petitf.exblog.jp


HH3300年度　プチ♥ふたばちゃんクラブ　活動予定  



　月日  		 主活動名  		 		 		 		 内容  		 		 		 		 持ち物

                                                                                                                                          
　　　　　　　　　　　　　　　　  


　66//1155		 父の日のプレゼント作り		 		 メッセージカード作り		 上履き//コップ  ((親子分）

                                                      
		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 カードに貼りたい写真などがありましたら

                                                                                                                                                                                                      
		 		 		 		 		 		 		 		 		 　　　　　　		お持ちください。　　　　　　　　　　　　

                                                                                                                                                                  
　  		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 

                                                                                                                                                                                              
　66//2299　		 なんちゃってカレー作り		 		 製作		 		 		 				 出席カード／初回に貰ったファイル

                                                                                              
		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 				 上履き//コップ  ((親子分）

                                                                                                                                                                                                      
		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 糊を使うのでお手拭き		 

                                                                                                                                                                                                      
    


      77//66				 プール遊び		 		 		 		 お外でプール遊び		 		 出席カード／初回に貰ったファイル

                                                                                                        
		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 上履き//コップ  ((親子分）

                                                                                                                                                                                                      
  		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 水着／タオル／替えの下着

                                                                                                                                                                                                    
  		 		 雨天の場合は魚釣りごっこをします。

                                  

    99//77				 秋祭り				 		 		 		 ゲームや踊りで		 		 出席カード／初回に貰ったファイル

                                                                                                                            
		 		 		 		 		 		 		 		         楽しみます		 上履き  ((親子分）

                                                                                                                                                                  

　　※浴衣や甚平さんをお持ちでしたら、それらを来て登園して下さい。  		 

    
　


  ９//2211		 幼稚園探検		 		 		 		 幼稚園の中を				 		 出席カード／初回に貰ったファイル

                                                                                                                
		 		 （オリエンテーリング）		 		 うろちょろして　　				 		上履き//コップ  ((親子分）

                                                                                  
		 		 		 		 		 		 　　		 ポイントを見つけたら		 		 		 　		 

                                                                                                                                                  
		 		 		 		 		 		 		 シールを貼ります。

                                                                                                                              

1100//1122		 ミニ運動会		 		 		 		 園庭で運動会をします		 出席カード／初回に貰ったファイル

                                                                                          
		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 上履き  ((親子分）

                                                                                                                                                                                                      

  　


1100//2266		 おにぎりパーティー		                  				 クッキングを楽しみます		 出席カード／初回に貰ったファイル

                                            
		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 エプロン／バンダナ／サランラップ

                                                                                                                                                                                                      
		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 しゃもじ／ボール／おはし／お碗

                                                                                                                                                                                                      
		 		 おはし、お碗は親子分お持ち下さい。		 		 		 		 （エプロンはある方のみで結構です）

                                                                                                    

    


1111//99				 飴袋を作ろう！		 		 		 千歳飴を入�れる袋		 		 出席カード／初回に貰ったファイル

                                                                                                
		 		 		 		 		 		 		 を作ります（製作）  				 上履き//コップ  ((親子分）

                                                                                                                                                
		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 お手拭き

                                                                                                                                                                                                      

1111//1166		 チューリップを植えよう！				 チューリップの		 		 出席カード／初回に貰ったファイル

                                                                    
		 		 		 		 		 		 		 		 球根を植えます		 上履き//コップ  ((親子分）

                                                                                                                                                              
		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 シャベル／軍手  

                                                                                                                                                                                                      
		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		   

                                                                                                                                                                                                      
1122//2211		 クリスマスパーティー！		 		 クリスマスケーキの				 出席カード  ／初回に貰ったファイル

                                                              
		 		 		 		 		 		 		 デコレーションをして		 上履き//コップ  ((親子分）

                                                                                                                                            
		 		 		 		 		 		 		 食べます		 		 		 バンダナ  //フォーク（親子分）

                                                                                                                                                                              
　　		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 エプロン  

                                                                                                                                                                                          
		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 （エプロンはある方のみで結構です）

                                                                                                                                                                                                      

11//1188		  		 お正月遊び（すごろく）		 		 製作		 		 		 		 出席カード／初回に貰ったファイル

                                                                                                        
		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 上履き//コップ  ((親子分）

                                                                                                                                                                                                      
  



11//2255				 フルーツバスケット				 		 ルールのある遊びを				 出席カード／初回に貰ったファイル

                                                                              
  		 		 		 		 		 		 		 		     楽しみましょう		 上履き//コップ  ((親子分）

                                                                                                                                                        
		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 プロフィールカード

                                                                                                                                                                                                      

22//1155				 お買い物バック作り				 		 次回の				 		 		 出席カード／初回に貰ったファイル

                                                                                                                
		 		 		 		 		 		 		 お買い物ごっこのために		 上履き//コップ  ((親子分）

                                                                                                                                      
		 		 		 		 		 		 		 お買い物バックを作ります				 

                                                                                                                                                  
		 		 		 		 		 		 		 

                                                                                                                              

  22//22772222		 お買い物ごっこ		 		 		 お買い物を楽しみます		 出席カード／初回に貰ったファイル

                                                                                
		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 上履き//コップ  ((親子分）

                                                                                                                                                                                                      
  		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 前回作ったお買い物バッグ

                                                                                                                                                                                                    
※22//1155  が欠席でも参加出来ます。		 		 		 		 		 		 		 

                                                                                                                          

33//11		   　　　お別れパーティー		 		 		 パフェ作りで				 		 出席カード／初回に貰ったファイル

                                                                                    
		 		 		 		 		 		 		 　　　楽しみましょう		 初回に貰ったファイル

                                                                                                                                            
		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 履物／コップ、フォーク（親子分）

                                                                                                                                                                                                      
		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 エプロン  

                                                                                                                                                                                                      
		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 （エプロンはある方のみで結構です）

                                                                                                                                                                                                      
  


  





  


　  子どもは小さいときから友だち同士のぶつかり合いによって育ちます。でも最近の少子化で、地域で一
緒に遊ぶお友だちがどんどん減ってきています。幼稚園では集団の良さを生かした保育をしていますが、入�
園前の社会生活が乏しく  なっているのも否定できません。そこで今年も「プチ♥ふたばちゃんクラブ」を
開設することにしました。お友だちと  一緒に、安心できる環境でのびのびと遊び、その中からいろいろな
ことを経験していただくことを第一のねらいとしています。  


　  また、小さいお子さんをもつお母さま方は、子育てに忙しく地域で仲間を作ることが難しくなっていま
す。このクラブを通して子育ての悩みを話し合える仲間を作っていただけたらという思いが第二のねらいで
す。  


　  「プチ♥ふたばちゃんクラブ」は保育者としても母親としても経験豊かな職員がお世話いたします。子
どもの遊びは  もちろん、お母さま方の悩みを受け止めて一緒に考えていけると思います。これが第三のね
らいです。  


　  決して幼児教室のような「お勉強」のクラブではありませんが、お子さんの年齢にあった活動をいろい
ろと考えています。楽しいひとときを過ごしながら、お子さんもお母さんも学び、成長できる場にするため
にスタッフ一同がんばっていきたいと思っています。  


　  在園児の弟さん、妹さんのお母様方はもちろん、まだお子さんを幼稚園に入�園させていないお母さま方
こそ、地域の中で子育て不安を抱えていると思います。ぜひお知り合いに呼びかけていただき、「子育てを
楽しめる」よりより地域コミュニティをご一緒に作り上げていきたいと考えております。どうぞよろしくお
願いいたします。  



園長　小川哲也  



スタッフ紹介  


♥小川敬子（のりこ）先生  


実家近くの幼稚園で数年間勤務後、HH４年から川崎ふたば幼稚園で勤務している園長先生のお嫁さん。


幼かったはずの我が子も今では高校生と、小66になりましたが、まだまだ幼い気がするのは何故？


私の育児はなかなか楽になりません（笑）。「のりこまん」って呼んで下さいね。  



♥奥川博美�先生  


幼稚園教諭を経験後、結婚・出産を経て２児のママに。幼稚園教諭の経験を生かしたくさんの幼稚園を見学
後、我が子をふたば幼稚園に入�園させる。父母の会会長も勤め、次男の卒業から１年後にふたば幼稚園に勤
務。子ども達への優しいまなざしはさすがママ！子供用の椅子に座ろうとすると、なぜか「壊れちゃわない
かなぁ？」と３歳児に心配されることもある楽しい先生です。愛息たちもすっかり大きくなり社会人になり
ました。朝起きてから夜眠るまでパワフルに動き回ってます。家に帰ってからの間食はやめられません！「お
くかわせんせい」って呼んでください。  



♥大家恵理先生  


幼稚園教諭を経験後、色々なお仕事も経験してママとなり、現在高校22年生の女の子がいます。趣味を楽し
みながら、ずっと専業主婦で娘と過ごしていましたが、久しぶりに小さな子ども達と関わる機会をいただき
ました。子どもたちのパワーをもらいながら過ごす毎日はとっても楽しいです。たくさん遊びましょうね。
「おおやせんせい」って呼んでください。



♥荒川美�江（よしえ）先生  


歌うことが大好きな美�江先生。フェリス女学院大学　音楽教室に勤める傍ら、小さい子に日頃と違う音楽も
聴いてもらいたい・・・・とプチふたばちゃんのお手伝いにも来てくれています。敬子先生の実のお姉さん、
敬子先生と違ってピアノが上手です！ぷちでは皆さんの気分をリラックスさせてくれます。　


