
「親も子もゆたかに」
ゆたかの子育て支援



ゆたか幼稚園では「親も子もゆたかに」のテーマを掲げて、子育て支援の一環として2～3歳の幼児を対象に月１回
の「ちびっこひろば」、週１回の「いちご組」を開催しています。 それぞれグループでの遊びを通して、同年齢・異
年齢のお友だちとの交流の中から集団生活に慣れ、自立心を培います。また、子育てを経験したベテラン教諭がお子
様だけでなく保護者の方同士の交流のお手伝いをさせていただきます。
活動内容もミニ運動会やクリスマス会などの季節毎の行事や、いちご狩りやさつま掘りなどの体験活動、時には園外
に出て芝生遊びをしたり動物園に行ったりと盛りだくさん！
毎月の活動後に入園・子育て相談会を設けたり在園児との交流もあるので、幼稚園選びに迷っている方やゆたか幼
稚園に興味のある方はもちろん、親子の触れ合いを深めたり子育ての輪を広げる場としてお気軽にご参加下さい！！
活動の様子はその日のうちに幼稚園のブログで紹介しますので、当日参加できないご家族の方にもご覧頂けます。

２つの未就園児教室



ちびっこひろば
対 象：1歳～未就園児（H28.4.2～H31.4.1生まれ）
費 用：無料
開催日：4月～翌年3月までの原則として金曜日（年間12回）

詳しくは年間予定表をご覧下さい。
場 所：ゆたか幼稚園ホール（活動によって異なります）
時 間：10:00～11:30
服 装：自由。親子の上履きをご持参下さい。

申し込み方法：申し込みは随時受付をしております。申し込み用紙を記入の上、参加日に直接お持ち下さい。
またHPのメールフォームからもお申し込み頂けます。

お問い合わせ先： T e l：028(672)0155 月曜日～金曜日 9:00～18:00
Mail：bus@yutaka.ed.jp



ちびっこひろば 年間行事表

月 日 活 動 内容・見どころ 月 日 活 動 内容・見どころ

4/18 (土)
ちびっこひろばオープニング
～幼稚園に動物園と
とちまるくんがやってくる！！～
いちご組説明会（11:30～）

＊宇都宮動物園の動物たちが園庭がやって
きて、幼稚園がゆたか動物園に大変身☆
＊とちまるくんと一緒に体操するまる♬

10/16 (金) ちびっこひろば秋季遠足
（宇都宮動物園）

＊幼稚園の遠足を体験！！
＊動物に餌をあげてみよう♡

5/15 (金) 年中組さんと一緒に新聞紙遊び
自己紹介

＊年中組のお友だちや先生と、新聞紙を
使って遊ぼう！！ 11/27 (金) 楽器を作って演奏会

（年長組・鼓笛披露）
＊楽器を作ってちびっこ演奏会♪
＊年長組さんの鼓笛に参加しよう♬

6/19 (金) 幼稚園探検、保育見学
＊いろんなクラスを回って、朝の活動や保
育の様子を見学♬
＊年長組さんからお土産☆

12/4 (金) クリスマス会
＊クリスマスにちなんだ製作♡
＊あわてんぼうのあの人から、みんな
にクリスマスプレゼント☆

7/17 (金) 大型プールや園庭で水遊び
雨天→ホール遊び

＊大型プールや園庭で、水と触れ合い遊ん
でみよう☆
※おむつが外れていなくても大丈夫です♡

1/29 (金) 豆まき ＊新聞紙を豆に見立てて、みんなで豆
まき！！

8/21 (金) サマースクール
入園説明会

＊幼稚園バスに乗ったり、先生と一緒に
コーナー遊びをしよう♬かき氷もあるよ！ 2/26 (金) お買い物ごっこ

（年中組のお友だちと） ＊年中組のお店屋さんでお買い物♬

9/18 (金)
ちびっこひろば運動会
（下田原運動場）
雨天→ホール

＊チームに分かれて運動会をしよう♡
＊年中組さんのバルーン披露☆ 3/5 (金) ちびっこひろばフィナーレ

（年少組さんと活動） ＊年少組さんと一緒に活動☆

＊年間活動日・カリキュラムは変更になる場合もあります。
＊毎月の活動の様子を、写真付きで幼稚園のブログで紹介します。掲載を希望しない方は、活動の前にお声掛け下さい。
＊毎月の活動後に、希望者を対象に入園・子育て相談会を行います。活動の最後に参加希望を伺いますので、お気軽にご参加下さい。
＊ちびっこひろばに参加されている方には、願書配布日に募集要項と入園願書を郵送でお届け致します。希望されない場合は事前にお声掛け下さい。
＊⭐ のマークのところは在園児の子どもたちも参加しての活動となります。



いちご組
対 象：2歳～未就園児（H28.4.2～H30.4.1生まれ）※ゆたか幼稚園に入園することを条件とします。
費 用：月 会 費 3,000円／月

年間保険料 2,000円／年
開催日：5月～翌年3月までの原則として水曜日

詳しくは年間予定表をご覧下さい。
場 所：ゆたか幼稚園 子育て支援センター（活動によって異なります）
時 間：1回目 10:00～10:45（黄色の名札）

2回目 11:15～12:00（赤色の名札）※どちらのコースになるかは初回参加時にお知らせします。
服 装：自由。親子の上履きをご持参下さい。

申し込み方法：申し込みは随時受付をしております。申し込み用紙にご記入の上、参加日に直接お持ち下さい。
またHPのメールフォームからもお申し込み頂けます。申し込み書提出時に、年間保険料2000円を
お支払い下さい。（HPからお申し込みの場合は1回目の参加の際にお支払い下さい。）

お問い合わせ先： T e l：028(672)0155 月曜日～金曜日 9:00～18:00
Mail：bus@yutaka.ed.jp



活動日 活動内容 活動日 活動内容 活動日 活動内容

＊4/18（土） いちご組説明会（11:30～） ＊9/2（水） おうちの人と一緒にハサミ
の練習 ＊12/2（水） ホールで遊ぼう

＊5/13（水） 自己紹介・室内遊び 9/9（水） 好きな遊びを見つけて楽し
く遊ぼう・誕生会 ＊12/16（水） クリスマス飾りを作ろう・誕生会

＊5/20（水） 友だちと楽しく遊ぼう・誕生会 ＊9/16（水） 運動会ごっこ ＊12/23（水） クリスマス会

＊5/27（水） 表現遊び ＊10/7（水） コスモスを見に行こう ＊1/13（水） のりを使って遊ぼう・誕生会

＊6/3（水） 戸外遊び・誕生会 10/21（水） スタンプ遊び・誕生会 ＊1/20（水） 人形劇を観よう

＊6/10（水） いちご狩りに行こう ＊10/28（水） さつまいも掘り 1/27（水） たこを作って遊ぼう

＊6/17（水） 折り紙で遊ぼう 11/4（水） リズム遊び・誕生会 ＊2/3（水） 豆まき・誕生会

6/24（水） クレヨン遊び ＊11/11（水） りんご狩りに行こう ＊2/10（水） 幼稚園のお友だちと一緒に遊ぼう
給食を食べよう

＊7/1（水） 小麦粉粘土で遊ぼう・誕生会 11/18（水） えのぐで遊ぼう ＊3/3（水） 親子制作（おひな様）・誕生会

＊7/8（水） プール遊び 11/25（水） 鬼ごっこ ＊3/17（水） お別れ会

いちご組 年間行事表

・＊がついている日は10時から全員で活動します。それ以外の日は2回コースとなります。（1回目10:00～ 2回目11:15～）
・年間活動日・カリキュラムは変更になる場合もあります。
・行事によっては実費を負担して頂くことがありますのでご了承下さい。
・年間保険料は退会しても返金はありません。
・欠席の場合は幼稚園までご連絡下さい。 T e l：028(672)0155



ちびっこひろば申し込み書

年 月 日

＊ふりがな

＊お子様のお名前

＊性別（○をつけて下さい）

男 ・ 女
＊お子様の生年月日

＊保護者氏名

＊郵便番号

＊住所

＊連絡が取れる電話番号

いちご組申し込み書

年 月 日

�
�

＊ふりがな

＊お子様のお名前

＊性別（○をつけて下さい）

男 ・ 女
＊お子様の生年月日

＊保護者氏名

＊郵便番号

＊住所

＊連絡が取れる電話番号

※申し込み書と一緒に、年間保険料2,000円を添えて提
出して下さい。



当園では以前より子育て支援事業の一環として、「ちびっこひろば」や「いちご組」などの未就園児教室を開催し
てまいりましたが、平成２７年５月より、保護者の皆様のご要望にお応えすべく、新たに２歳児・満３歳児教室「ひ
よこ組」を新設いたしました。
幼稚園就園前に、集団生活の初めの一歩として早い段階から幼稚園に通園する中で、幼稚園での生活に慣れると共
に基本的な生活習慣を身につけ、先生やお友だちとの関わりを通して心身の豊かな成長を促します。

２歳児・満３歳児教室「ひよこ組」



募集期間：令和元年９月９日(月)～随時
＊先着順で、定員になり次第締切りとさせていただきます。
＊ひよこ組の入園願書の受け渡しについては、直接幼稚園までお問い合わせ下さい。

募集人数：２４名(状況に応じて変更する場合があります)
対象児：平成２９年４月２日生まれから平成３０年４月１日生まれ

保育開始日：令和２年４月８日(水)より
保育日：幼稚園開園日(月～金) 長期休業中(夏・冬・春休み)は、お休みです。
保育時間：9時～14時

保育担当教諭：１クラス2名
保育料： 2歳児:月額23,000円

満3歳児:月額25,700円（※無償化の対象となります。）
教材費・行事費などは、実費をご負担いただきます。(ハサミ・クレヨン等は幼稚園で準備します。)

クラス編制：2歳児・満3歳児はひよこ組で保育します。
傷害保険：子ども総合保険に、全員加入していただきます。
給食：利用できます。1ヵ月5,000円。

スクールバス：利用可能ですが、ご相談ください。
服装：自由です。

その他：原則として満3歳の誕生日を迎える前日以降、正規の在園児となります。(別途、手続きが必要です。)
満3歳児入園手続き完了後は、預かり保育(なかよしクラブ)の利用ができます。また、無償化の対象となります。

お問い合わせ先： T e l：028(672)0155 月曜日～金曜日 9:00～18:00
Mail：bus@yutaka.ed.jp

２歳児・満３歳児教室「ひよこ組」募集要項（令和２年度）


