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〒983-0013 仙台市宮城野区中野字大貝沼20-1 7 https://www.tachibanakn.jp 
---------------------------------------------------------------------------

1 まだまだ暑い日が続いていますが、 自然界はとんぼがとんでいたり草花が種になったり、少しすつ秋を感じられ ： 
I るようになっていますね。引き続き、熱中症等に注意しながら過ぎしていきましょう。9月もいろいろ企画していま ： 
し す。支援センターでも感染予防に努めていきますので、新たな出会いにチャレンジしてみませんか！

---------------------------------------------------------------------------

爆 9月の予定 慕
※講座やイベントのT日」古、 9:00~15: 30の間におかけください。
※今後もコロナウイルス感染拡大の状況等により、変更になることがあることをご了承ください。
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-------------

あそびの広揚
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2,3歳児の日 あそびの広場

利用にあたってお願いしたいこと

●新型コロナウイルス感染防止のため、当面はご利用方法や時問帯を、下記の
ょうに変更させていただきます。
•利用時問は 9:00,-..-11 : 30, 13 : 00,..,_,15 : 00です。午前中の開放の
後、室内換気・玩具を洗浄の上、午後の開放を行います。
•同年齢のお子さんを持つお母さん同士の交流ができる様に、年齢を分けて利
用頂けるようしました。午前・午後と区切らせていただきますが、その日
は、対象年齢の方がご利用いただけます。都合がつかない場合は、あそびの
広場の日にお越しください。
•室内は数組程度の利用とさせていただきます。園庭も開放しておりますので、遊びに
来た方同士で、室内と園庭を交互に譲り合い、密な状態にならないよう安心して利用

できる環焼を作っていただけるとありがたいです。ご協力よろしくお願いします。

・親子共、ご自宅で検温を行い、体調を確認
の上、来園ください。（発熱や咳など呼吸器
症状がある方の利用はできません）
•保護者の方は、マスクを蓄用してください。
・消毒用アルコールを用意しておりますの
で、手指の消毒、手洗いをしてから遊んで
ください。
•水分補給の飲み物はご持参ください。水分
補給や授乳は可能ですが、その他の飲食は

できませんのでご了承ください。



．” 親子ピィヲティス ．”
く日時＞9月 16日（水） 10 : 30r.J 11 : 30 
く場所＞幼稚園舎ホール ＜講師＞佐藤由香氏
＜服装＞ 動きやすい服装裸足

く持ち物＞飲み物、ヨガマット（お持ちでない方はコ目談ください）

く定員＞8組 ＜申込み＞ 8/28（金） ～ 

絵本講座

～縮＊と子育て～

く日時＞9月 23日（水） 10:30~11 : 30 
く場所＞幼稚園舎ホール ＜講師＞横田重俊氏

く定員＞10組 ＜申込み＞ 8/28（金）～ 

i 青葉区にある絵本と木のおもちゃ屋
！ 『横田や』さん。たくさんの読み聞かせ

育児で凝り固まっている体を、親子 をしてきた中で、コツや魅力について

で気持ちよく伸ばしてみましょう！ 《9？i [9圧翌昇霊需字
-------------------------------------------・-----------------------------------------------------゜嗜眉 ぺたぺた広場 魯

く日時＞①9月10日（木）｝ 10:3()rv 

②9月 18日（金） 11 : 00頃まで

く定員＞各4組 ＜申込み＞8/28（金） ～ 

ホ月見会
く日時＞9月28日（月） 10:30,寸 1:30 
く場所＞りんどうの部屋（幼稚園舎）

く定員＞8名 ＜申込み＞8/28（金） ～ 

クレヨンでぐるぐる、のりを付けてぺ ｝ 10月 1日は十五夜。

たぺたっと！わぁ～自分でできた～！ ！ ！ まんまるお月様にお団子を作 Cテ＝

4 
と、たくさんの”できた”の声が聞かれ ， c 

． ってみてもらうのはいかがで 、
るぺたぺた広場。今月も季節にちなんだ ！ ， しょう。米粉ねんどでこねこね

ヴ'
作品を親子で作ります。どちらか都合の ・！ して気分を味わいませんか？いい日にお申込みください。 ． 
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鵞q区ん潤定B ふ ： 敬老OBホIヽ1fキ作り遇閏

下記の日程で行ないます。ぜひお越しください。

0歳児： 9/7(月） 1歳児： 9/14（月）

2,3歳児： 9/9（水） 10:30～測定後に読み闘かせタイム

睾 oか 辮 o*。鍛 。＊ 睾゚ ・資。拳 。＊。辮 。＊。睾 o*°辮

ぴよびよ広場 ～ベビーマッサージ～

く日時＞9月11日（金） 10:30"-'（パッチテストをお
こないます）

く持ち物＞飲み物バスタオル
く定員＞4組 ＜申込み＞8/28（金）～ 

睾 o*0辮 o＊。鍛 。＊ 睾゚ 0*。辮 。贅0辮 。＊。睾 o*°辮

武 おお広場

ょちょち歩きから2歳半までのお友達集ま

れ～！ ！幼稚園舎の大きなホールで思いき

り体を動かして遊びませんか？

く日時＞9月8日（火）10:30-,予約不要です。

| ＜期間＞9/1（火） ～9/4 （金）の4日閻 I

おじいちゃんやおばあちゃん
にお子さんの手型を載せてハガ

キを出してみませんか？遊びの
広揚にハガキを書くコーナーを
設けます。1枚目は支援センタ

ーで用意しますので、2枚目を

出したい方はご持参ください。
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「とんどこ ももんちゃん」

作／とよたかすひこ

「くだもの」
ひらやまかすこ

作／平山和子
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