
 先の 9 月 17 日（土）に開催された“第９回あさお子育てフェスタ”では、区内保育所等・地域子育て支援セン

ター紹介パネル展示をご覧いただき有難うございました。また「おさんぽ★ビンゴ」に参加された方は、プレゼン

ト交換期間に期日がありますので、ビンゴ用紙裏面の手順等をご確認いただき、各保育園にお問い合わせ下さい。         

さて、朝晩の肌で感じる涼しさに加え、どこからともなく聴こえる虫の音アンサンブル。季節が少しずつ、確実に

移り変わる様を私達は五感で感じています。生活の身近な場所・場面で、この移り変わる季節の「今」を親子で楽

しみましょう。“ゆりの音”では今月から「散歩」の活動を再開します。今月は、弘法松公園で散策や親子のふれあ

い遊びを楽しみます。詳細は次ページの活動概要をご確認下さい。尚、５日(水)の午前中は保育園行事予備日の為、

状況により園庭がご利用できません。ご理解の程、宜しくお願い致します。 

活動予定 

※ 多くの方が入れ替わり利用できるよう、園内滞在時間はおおむね 45 分程度となります。 

※ 11:45～12:00 / 15:45～16:00 は室内全域清掃を行います。ご了承下さい。 

※ 室内が狭い為、お子さんに付添う保護者は 1 名にご協力下さい。宜しくお願い致します。  

※ ★印の午前中は、保育園活動の予定日です。園庭利用場所の制限があります。 

    の日は、午前中の園庭利用が出来ません。 
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※予約は、利用時間内に保護者の方が直接来館いただくか電話にてお申し込み下さい。 

予約をキャンセルされる場合は、お手数ですが支援センターまでご連絡下さい。 

※土/日/祝を除き室内・園庭をご利用いただけます。（12:00～13:00 は除く） 

※運営の有無・室内設定・利用時の協力依頼等は、市の通知により変更となります。 
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《 ご協力のお願い 》 

・入室前に親子共に検温

を行います。                

・登録内容(連絡先電話

番号)に変更がある場

合は、職員にお申し出

下さい。 

・イベント等の入室人数

制限中は、イベント予

約者以外の方は入室

できません。 

・利用時は、ソーシャル

ディスタンス等、感染

防止にご協力下さい。 

・お子さんの年齢に応じ

た遊び場を提供して

います。ご理解ご協力

下さい。 



～ 製作講座 (要予約) ～           ～ この指とまれ！～       ～散歩 公園で遊ぼう！（要予約）～ 

今月はハロウィン用の飾りを作ります。  近隣の百合丘第２公園で、   近隣の弘法松公園で、散策や親子のふれ 

ゴム紐を使用した伸縮する飾りです。  手遊びや読み聞かせ等を行   あい遊びを楽しみます。公園は起伏があ 

必要な物はキットとして準備していま  います。内容は月により異   る為、ベビーカーでお越しの際は特に 1 

すので、ご家庭で仕上げて下さい。   なりますが、一緒に楽しい   歳未満のお子さんと参加される場合は、 

◇ 10 月 3 日(月) - 26 日(水)     ひと時を過ごしましょう。   抱っこ紐をお持ちになると便利です。飲 

※カレンダーの色付き日を確認下さい    ◇10 月 14 日(金)          み物（大人/こども）、帽子も持参下さい。 

◇未就学児を持つ保護者/要予約 10 組   ◇10:00-10:15           ◇10 月 18 日(火) ◇10:00-11:00 

※手順を説明しますので、時間に余裕    ◇百合丘第２公園           ◇弘法松公園/現地集合解散/悪天候中止 

 を持って来館下さい             ◇未就学児と保護者         ◇6 ヶ月以上のお子さんと保護者 要予約 

      ◇悪天候中止 / 予約不要     ※ケガ予防の為、長袖・長ズボンを着用 

                                                

～ ママ    ストレッチ（要予約）～                 ～ 身体測定日（要予約）～ 

百合丘でバレエ教室を開催されている劇団四季出身、   時間帯入替え制にて行います。当日の室内利用は測定者 

稲倉理恵さんによるミニストレッチ講座です。動き     限定です。付添う保護者は、1 名でお願いします。時間 

やすい服装でご参加下さい。             帯を過ぎての入室・計測はできません。ご了承下さい。 

◇10 月 24 日(月)  ◇10:00-10:20       各時間帯予約は 4 組です。下記の時間帯から選択下さい。 

◇4 ヶ月-3 歳未満児と保護者 10 組 要予約       9:00 ～   9:45  ◇10 月 27 日(木) 

※支援センター入室は、9 時 45 分より可                10:00 ～ 10:45  ◇未就学児と 

※講座終了後は、そのままご帰宅となります              11:00 ～ 11:45      保護者 4 組 

※センター内は 11:00 まで利用できません                            

 

  ～ 10 月生まれのお子さんをカードでお祝いします (要予約) ～              園庭利用中止のお知らせ 

現在「誕生会形式」を変更しています。誕生カードは今後も職員が       

作成し誕生児へ贈ります。電話予約の方も添付用メッセージ用紙の            5 日(水)の午前中は 

お渡しと、お子さんの手形をとりますので一度来館下さい。自宅で   保育園行事予備日の為、園庭利用はできません。 

記入後、写真２枚と共に都合の良い日にご持参下さい。                  

誕生カード、お渡しまでの段取り                 

1⇒ 誕生児保護者が申し込み（電話 or 来館）             

2⇒ 来館してメッセージ用紙を受けとり自宅で記入           

3⇒ メッセージ用紙＆写真 2 枚を提出                  今月は保育園運動会が開催される為 

4⇒ 来館時に手形をとる（手形は職員預かり）                        月の中旬頃までは園庭利用場所に制限が 

5⇒ 職員が作成    6⇒ 来館時に祝い、カードをお渡しする           あります。ご理解の程宜しくお願い致します。 

 

※ご不明な点は利用時間内 

イベント活動は、川崎市の感染症対策に関する通達に伴い、             に問い合わせ下さい。 

延期または中止になる場合もあります。川崎市の行政運営方針、          ☎ 044 - 966 - 8855 

感染症対策に関する詳しい情報は、川崎市 HP【緊急情報】新型 

コロナウイルス感染症総合ページを確認下さい。 また右記の QR 

コードからアクセスいただくと、左：川崎市 HP「地域子育て支援センター」、 

右：厚生館福祉会 HP「地域支援」のページを閲覧できます。          

http://www.city.kawasaki.jp/450/page/0000030643.html 
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