
令和４年度　地域事業のご案内 　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　社会福祉法人　横須賀基督教社会館　認定こども園善隣園　　　　　　　　　　  　横須賀市田浦町2-80-1 　

∮プログラムは無料で行なっています。 　　☎　　046-861-9777

園庭開放・ホール開放 　　　　　　　　　　　　欅の木 　　　　　　　　育児相談       ◆休園日 　日曜、祝日、年末～年始（12/29～1/3）

　　　　　園庭・ホールの一部を開放しています。 　　　相談電話番号　０４６－８６１－９７７９           プログラムに関するお問い合わせ：担当　川名

　　　お一人でもお友達と一緒でもご利用できます。 ＊来所の相談もお受けします。
　　　事務室にお声をおかけください。 　　　お子さんの気になっていることなど、小さなことでも

　　　お気軽にご相談ください。 　社会館

　　◆開放日時◆ 月～金曜日　9：30～12：00 　　　☆相談は無料です。

（ホールは　10：00～11：00） 　　　☆秘密は厳守します。

　　利用される方へ…以下の事項をお守りください。 　　　☆相談は園長、またはチーフがお受けします
　　①園庭への出入り口の戸は必ず閉めてください。 　　　☆祝祭日、12/29～1/3はお休みです。 　　　　　春と秋に開催します。
　　②食べ物は禁止です。水分補給は可です。 　　　　　平日　9時～17時の間にお電話ください 　　　　5回ずつを予定しています。
　　③事故が起きないように気を付けてください。 　　　　　開催時にお知らせをします。

　　　（責任は負いかねます。） 絵本貸出 　　　　　申込み制となります。

　　④使った玩具や砂は、元の場所に戻してください。 　　　　絵本は、子どもたちの心を豊かにしてくれます。 　　　　　◆内容◆運動、音楽、座学

　　⑤園庭の木や草花にも優しくお願いします。 園庭改修して園庭が生まれ変わり中です。 　　　　お父さんとお母さんとの触れ合いのひとときに 　　　　　　ヨガ、園児との交流など
　　⑦汚れた時の為、着替えをご用意ください。（水や泥） 子どもたちの”やりたい”を応援します。 　　　　　◆第3・第４水曜日（開放保育終了後） 　　　　　◆地域のボランティアさん
　　⑧何かありましたら職員に声をかけてください。 　　　　　◆金曜日（15：30～17：30） 　　　　　　が保育やお手伝いに来て

　　　　　◆貸出期間は1週間です。　　 　　　　　　　　くださっています。

開放保育 出張保育 　　　　　赤ちゃん体験教室
同年齢や異年齢の子どもたちとの遊び、交流を通してお子さんに豊かな体験を。 ～港が丘公園で一緒に遊びましょう～ ～赤ちゃんを迎える前に～
保護者同士も一緒に遊びながらお話できる場です。園での集団体験と開放に 善隣園の保育教諭が出張します。 　　　「赤ちゃんを抱っこしたことがない」
来たお友だち同士の小グループでのプログラムで行ないます。 日にちと内容は、遊びの予定をご覧ください。 　　「授乳やオムツ交換もどんな感じなのかな…？」

　　「子育ての前に赤ちゃんを見てみたい」
　　　　◆実施日◆◆実施日◆日にちと内容は、遊びの予定をご覧ください。（変則日程もあります） ◆実施日◆基本　第1水曜日（変則あり） 　　　そんな思いがありましたら、ご連絡ください。 全てのプログラムで

基本は、第3水曜日　（クラスに）、第4水曜日（開放のお友だち同士） ◆時　間 　１０：００～１１：００ 　　　◆対象　出産予定のあるご家庭の方 　アルコール消毒と

　　　　◆時　間◆◆時　間 ９：４５～11：００（幼児１１：３０） 給食提供のある日は、12時頃まで。 ◆対　象　 ０～６歳 　　（お父さんも一緒にどうぞ。） 　検温をさせていただき

　　　　◆対　象◆◆対　象 ０～６歳 （給食は有料、お子様分のみです） ◆内　容 　紙芝居、ゲーム、リズム、製作等 　　　◆申し込み後に日程を調整します 　ます。
　　　　◆持ち物◆◆持ち物 帽子・上履き（幼児）、ビニール袋（靴、汚れもの入れ）、着替えなど ☆お子さんには保護者の方が付いてください 　　　◆授乳、衣服の着脱、おむつ交換などの体験 ☆大人の方はマスクの

＊駐車場は使用できません。 ☆雨天中止です。 　　　　　をします。 　　着用をお願いします。

　　　　　☆ 開放保育終了後、絵本貸出をしています。 給食３００円予約制です。 　　　◆　まずは見学だけという方もご連絡ください

保護者と子どもの　遊びの教室 　　　　　一時保育　　（ぱんだ組）　　　一時保育　　体験 （無料）
お子さんが遊んでいるときに「うちの子、言葉が遅い…」「体の動きが固い？」 必要な時、必要な時間にお子さんをお預かりして保育いたします。 　　一時保育は「どのように過ごすのかしら」

「遊びに集中できない…」等、感じたことはありませんか？ （利用は、週3日まで） 　　「一度見てから利用したい」

保護者の方とお子さんと一緒に遊びの体験をしながら、お話をしていきましょう。 ◆お母さんの就労、職業訓練、就学等で継続的に保育が必要なとき 　　見学を兼ねて少しの間一緒に過ごし
（電話や直接、お声をおかけください。申し込み制です。） ◆保護者の疾病、看護、出産、冠婚葬祭等緊急に保育が困難になったとき 　　てみませんか。

◆育児で疲れたときや近くに子どもがおらず、子ども同士の交流を望むとき 　　雨の日以外は10時ごろより外に出掛
◆日時◆ 第2水曜日　９：４５～１１：１５　 ◆その他、ご相談にのります。 初回、年度毎に一時保育願を記入し提出 　　けます。昼食前までお母さんと一緒に

出張保育や開放保育の日はそちらをご利用ください。 ◆利用定員◆1日10名まで。年齢や体制によります。 　　ぱんだ組で遊びましょう。
◆対象◆　6ヶ月～就学まで ◆利用時間◆月曜～金曜　９：００～１７：００の間　希望される時間 　　◆日時◆　火・木　9：30-11：00の間
◆過ごし方◆  ９：45～10：00 　受付 ◆利用料◆ 3歳未満 3歳以上 ご希望の時間。予約制です。

10：00～11：15　 自由遊びや課題遊び １時間につき 500円 350円 　　☆曜日や時間のご希望などは
体を使う遊び、園児との交流、集団体験などをします。 食事代 　　　ご相談ください。
保護者の方も一緒に遊んでいただきます。 おやつ代

　　　☆給食提供あり（初回は利用できません。1食300円。要予約となります） ミルク代 　　　

　　　☆詳細は別紙をお渡し、又はQRコードよりご覧下さい。裏面に申込み方法があります

午前・午後各150円 ミルクのみのお子さん

時間単位でいただきます

300円 11：30頃食事
100円   14：30頃おやつ

トンネル

登れます。

砂場

水のがちゃポンプ

プチ

育児教室

一時保育 （ぱんだ組）

　　　　　　　　　　　＊新型コロナウィルスの感染状況により、日程や内容を変更する可能性があります。ホームページをご覧くださいますようお願いいたします。



　　　　　　　　　　　　　　　　令和4年度　　　認定こども園善隣園　出張保育・開放保育遊びの予定

出張保育 場所：港が丘公園　10：00～11：00　　　＊☂雨天中止です。 　　　　　一時保育　　（ぱんだ組）

　蚊の季節は  5/11 （水） 「　しゃぼん玉であそびましょう」 10/ 5  （水） 「うんどうかいごっこあそび」 ◆申し込みについて
　虫よけ対策をしてください  6/1  （水） 「体を動かしてあそびましょう」 11/ 2 （水） 「体を動かしてあそびましょう」 （1）一時保育を利用される時は、善隣園事務室に指定の

 7/6  （水） 「作ってあそびましょう」 12/ 1 （水） 「作ってあそびましょう」 　　申し込み用紙がありますので記入の上、申し込んでくだ
 9/7  （水） 「夏まつり」   2/ 1 （水） 「体を動かしてあそびましょう」 　　さい。お電話での申し込みも承ります。

　　申し込みの際は、申し込み理由、アレルギーの有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
＊☂決行 　　をお知らせ下さい。　　　

給食提供♡ お子さんのみの申し込みです。 （2）申し込みの受け付けは、前の月から始まります。
★「はじめましてよろしくね♪サークル」 申し込み用紙は開放保育で 　　（例：５月の受け付けは、４月１日から）
「おすすめのふれあい遊び・わらべ歌遊び」 お渡しします。（アレルギー対応可） （3）当日受け付けもありますが、定員でお受けできない時も
★「クラスの遊びに入ります」 　　ありますので、早めにお申し込み下さい。
七夕飾り製作 ♡ 給食の申し込みは6/15昼まで （4）お子さんの健康等の理由で取り消しにする時は、
「感触遊び・水遊び」 　　取り消しの連絡を当日８：３０までに入れて下さい。
★「クラスの遊びに入ります」 ♡ 給食の申し込みは9/14昼まで

「うんどうかいごっこ」 ♡ 給食の申し込みは9/21昼まで ◆持ち物 　　持ち物にはすべての物に名前の記入をお願いします。

★「クラスの遊びに入ります」                       （靴下、おむつなど小さなものにもお願いします）

「たいそう・リズム遊び」 ♡ 給食の申し込みは10/20昼まで 　 ・ビニール袋３枚（オムツ、汚れ物を入れます）
★「クラスの遊びに入ります」 ♡ 給食の申し込みは11/9昼まで 　・着替え２～３組・おむつの替え・おしり拭き
「クリスマス飾りを作りましょう」 　・食事用エプロン・タオル・おやつ用エプロンタオル
★「クラスの遊びに入ります」 　・授乳のお子さんは慣れた哺乳瓶とガーゼ 等
「おみせやさんごっこに向けて製作」 ♡ 給食の申し込みは1/18昼まで

★おみせやさんごっこ ♡ 給食の申し込みは2/8昼まで

★印がクラスの遊びに入る日です。（乳児、幼児のクラスに分かれます。）

【給食提供について】　配食時間：　11：00過ぎ～ 定員５名

お友だちと一緒に給食を食べませんか。お子様のみの提供です。横並びで食事をし保護者の方はマスク着用です。

園では、魚や野菜を使ったメニューも多く、地産地消の取り入れを心掛けています。少し苦手な食べ物もお友だちと一緒に

食べると、なぜか食べられてしまう不思議な魔法にかかってしまうことも…。 (離乳食から普通食の段階を選べます）
どんな食材をどのようにして調理しているのか、同じ年頃の子の食べ方などを見る機会にもなります。
食べなくて困っている…など心配のある場合も良い刺激になるかもしれませんね。エプロン・タオル・食具などお持ち下さい。

開放保育は、初回にクラスを決め、１年間同じクラスで、遊びに参加します。いつからでもいらして下さい。
クラスに入る日は、クラスの園児と一緒に過ごします。保育室や園庭で遊んだり園外への散歩に出かけたりします。

　　　　　　　ベビーカーや抱っこでも参加できます。お子さんの様子に合わせて楽しめるようにしていきたいと思っています。

　　　　　　　クラスに入らない日は、開放保育参加の方たちで集まり、ホールでの遊び、自由遊びの他、上記プログラム内容で過ごします。 　　社会福祉法人　横須賀基督教社会館

　　認定こども園善隣園　
園児や職員も、体温チェック、アルコール消毒をおこなっています。職員はマスクの着用をしています。 　地域事業　　　川名
ご参加の保護者の方は、マスクの着用をお願い致します。検温とアルコール消毒をしていただきます。 　　〒237-0075　横須賀市田浦町2-80-1
２歳未満のお子さん、園児にはマスクをおすすめしていません。３歳以上のお子さんは、ご家庭のご判断 　　℡　　　046-861-9777

にお任せ致します。　　　　　　　　　　　　　◆手拭きはペーパータオルを用意しています。 　　Mail   taura-hoiku02@yokosuka-ccc.jp

＊プログラムは変更することがあります。まん延防止等重点措置期間中は中止します。 　　分園こばと園（逸見）の交流会は、QRコードから予定をご覧ください。

　１２/２１ （第４水）
   １/１８ （第３水）
 　１/２５　（第４水）
　　２/１５ （第３水）

　１１/１６  （第３水）

日程 開放保育
　 ５/１８ （第３水）
　５/２５　(第３水）
　６/１５  (第３水）
 　６/２２  （第４水）
　７/２０  (第４水）
　 ９/２１ （第３水）
　 ９/２８ （第４水）
　１０/１９ （第３水）
　１０/２６ （第４水）

開放保育　　　　　場所：認定こども園善隣園 9：45（受付）～11：00（幼児11：30）

港が丘公園でお会い

しましょう。（１０時）


