平成２９年度

ふくはま幼稚園
未就園児さんイベントのご案内

平成３０年度に入園を予定されている未就園児さん向けの「イベント」
のご案内です。お子様と一緒に、ふれあい体操や楽しいダンス・紙芝居、
パネルシアターで、楽しい ひと時を過ごされませんか？ 幼稚園の
先生たちと、一緒に遊びましょう♪

お気軽に、ご参加くださいね♪

お待ちいたしております。
また、「１５組限定」の予約制のお遊び会も予定しております。日頃の
保育の様子をご覧になりたい方は、園内見学（火曜・木曜）のご予約を
お受けしております。（園内行事等で ゆっくり、ご案内をできないこ
ともあるかと思いますので、一度、お電話いただけると助かります。）

平成２９年度

イベント予定表

◇先生とあそぼう！は予約不要です

5 月 13 日（土）

第1回

◇にこにこクラブは予約制となっております。
10:00～

「新聞紙あそび」おうちの方と一緒に、 園庭駐車場

先生とあそぼう!

受付

新聞紙を使って、いろいろな遊びをしま

「新聞紙あそび」

10:30～11:30

す。 楽しいお話や、かわいいダンスを

○

しますよ～♪

5 月 25 日（木）
予約制おあそび会

にこにこクラブ
①

9:30～
受付

※ご予約は 5/11（木）

10:00～11:00

10 時からお電話で受

「１５組限定」で親子ふれあいあそび
や、お話・製作など、楽しい ひと時を
過ごしましょう。

園庭駐車場

×

園内見学も、どうぞ♪

け付けます。

6 月 15 日（木）
予約制おあそび会

にこにこクラブ
②

9:30～
受付

※ご予約は 6/8（木）

10:00～11:00

10 時からお電話で受け

「１５組限定」で親子ふれあいあそび
や、お話・製作など、楽しい ひと時を
過ごしましょう。

園庭駐車場

×

園内見学も、どうぞ♪

付けます。

6 月 24 日（土）

第2回

10:00～

園庭の遊具で、遊んだり、幼稚園のお友

先生とあそぼう!

受付

達がしている体操やマラソンをして楽

「園庭あそび」

10:30～11:30

しみましょう♪幼稚園バスの中も探検

園庭駐車場

×

できますよ♪
※雨の場合はホールで運動あそびです。
遊具・園バスは、第３回目で組み入れる
予定です。

7 月 13 日（木）

にこにこクラブ

9:30～

「１５組限定」で親子ふれあいあそび

園庭駐車場

予約制おあそび会

③

受付

※ご予約は 7/6（木）

10:00～11:00

10 時からお電話で受け

や、お話・製作など、楽しい ひと時を
過ごしましょう。

×

園内見学も、どうぞ♪

付けます。

7 月 21 日（金）

第3回

10:00～

縁日あそびをします♪

先生とあそぼう!

受付

金魚すくいやヨーヨー、ゲームあそびで

「縁日あそび」

10:30～11:30

楽しみましょう。ダンスやお歌の時間も

園庭駐車場

×

ありますよ～

8 月 23 日（水）

第4回

10:00～

先生とあそぼう!

受付

「造形あそび」

10:30～11:30

えのぐを使ってのスタンプ・シールあそ
びをしましょう♪

おもちゃも作って

あそびましょうね♪

園庭駐車場

○

※汚れてもいい服装でお越しください

9 月 7 日（木）
予約制おあそび会

にこにこクラブ
④

9:30～
受付

※ご予約は 8/31（木）

10:00～11:00

10 時からお電話で受け

「15 組限定」で親子ふれあいあそびや、 園庭駐車場
お話・製作など、楽しい ひと時を過ご
しましょう。

×

園内見学も、どうぞ♪

付けます。

9 月 17 日（日） 運動会(旗とり)

11:15 前後

お土産もご用意しております♪

※福浜小学校校庭に

※雨天時は、9/18（祝）に延期予定です。

て行ないます

9 月 27 日(水)

未就園児さんの
見学会

「旗とり」の競技に、ご参加ください。 園庭駐車場

×

※日程を変更する場合もございます。

9:30～
受付
10:00～

普段の保育をご自由にご見学いただけ
ますので、どうぞ、ご参加ください
♪ホールでお話をさせて頂いた後、自由

園庭駐車場

×

参観となります。参観後は自由解散で
す。

10 月 14 日(土) 平成 30 年度
入園説明会
10 月 19 日（木）
予約制おあそび会

にこにこクラブ
⑤

10:00～
受付

本園の教育方針や 30 年度の入園
のお話をさせていただきます。

園庭駐車場

○

10:30～11:30

午前中で終了です。

9:30～

「15 組限定」で親子ふれあいあそびや、 園庭駐車場

受付

お話・製作など、楽しい ひと時を過ご

※ご予約は 10/12（木） 10:00～11:00

しましょう。

10 時からお電話で受け

園内見学も、どうぞ♪

×

付けます。

＊願書受付時間などは幼稚園まで

11 月 1 日（水） 入園願書受付

12 月 2 日（土） クリスマス会

お問い合わせください。
10:00～
受付
10:30～11:30

とんがり帽子をかぶったら本物?!の
大きなサンクロースが会いに来てくれ
るかも・・♪楽しいお話もありますよ

園庭駐車場

×
園庭駐車場

○

1 月 9 日（火）

新入園児さん
用品・制服渡し

10:00～

入園面接の際にお申し込みいただいた

12:00

用品・制服をお渡しいたします。

＊入園願書を出された方

園庭駐車場

○

※お申込み頂いた制服は代金と引き換
えになります。

２月１5 日（木）

新入園児 1 日入園
＊入園願書を出された方

10:00～
受付
10:30～12:00

お子様は教室で幼稚園体験をします。

園庭駐車場

その間、保護者の皆様は、ホールにて
説明会を行ないます。

○

午前中で終了いたします。

♪にこにこクラブのご予約は，
にこにこクラブ①は ５月１１日（木）１０時～
にこにこクラブ②は ６月 ８日（木）１０時~
にこにこクラブ③は ７月 ６日（木）１０時～
にこにこクラブ④は ８月３１日（木）１０時～
にこにこクラブ⑤は１０月１２日（木）１０時～
＊お電話にて先着順で受け付けをいたします ふくはま幼稚園 713-7910（岩木まで）

♪ にこにこクラブでは、保護者の方と一緒に、のんびりゆっくり楽しい時間を過ごして
いただきたいと考えております。また、幼稚園生活に関するご質問なども、お話し
できる場になればいいな、と思っております。ぜひ、ご参加くださいね♪

アンパンマンのメダルをご用意し
ております。イベントごとにお持ち
ください。
イベントごとにアンパンマン シー
ルをご用意しますので、メダルに
貼って集めて自分だけの、かわいい
メダルを作ってくださいね♪

♪幼稚園見学をしてみませんか?
説明会では、教育方針や入園に際してのお知らせ等を
させていただきますが、普段の子ども達の様子や保育
をご見学されたい方もいらっしゃると思います。
そこで、７月・９月の火曜日と木曜日に、10 月は火曜
日に、1 日 3 組の方限定での見学会を受け付けており
ます。園行事と重なってしまいますと、ゆっくりご案
内できないと思いますので、事前にお電話にてご連絡
ください。お子様とご一緒でも構いません。♪ぜひ、
遊びにお越しくださいませ。

詳しくは、幼稚園まで、お問い合わせください。
〒810-0066 福岡市中央区福浜１－４－５
学校法人 松栄学園 ふくはま幼稚園
Ｐhone 092-713-7910 , ＦＡＸ 092-510-1502
ホームページ http://www.fukuhama.ed.jp

