「めぐみこども園ってどんなところ？」
「同じ年ごろのお友達と出会える場所、安心して遊べる場所って？」
「子育ての情報をもっと知りたい！」
「育児の素朴な疑問や悩みを聞いてほしい」
そ

ん な

マ マ

た

へ

ち

お子さんといっしょに、
めぐみこども園に
遊びにきませんか？
当園では、未就園のお子様とそのご家族を対象に、
子どものあそび場、親子での集いの場、地域の子育て発信の場として

「めぐみ木育ひろば」を定期的に開催しています。
お子様とご一緒に、
ご家庭の用途に合わせて
ぜひお越しください。

めぐみ 木 育 ひろば

予約不要

要予約

お気軽に
お越しください。

気 軽に園 庭・デッキで 遊 ぼう！

園庭開放ひろば

要予約

お気軽に
お電話ください。

気 軽に園 の 特 徴を体 験！

お気軽に
お電話ください。

じっくり園での日 常を体 験！

めぐみ体験ひろば

クラス参加ひろば

身近にある自然から四季の移り変わりやいのちを感じ、

親子のふれあいや、同じ年齢の子ども同士の交流を目的

はじめての保育体験。お子さんの年齢のクラスに実際に

思いっきり遊んで学べる園庭、県産総ヒノキのデザイン

とした、子育て支援のひろばです。当園のスタッフは一人

入って、園児と一緒に遊びます。
「園での生活ってどんな

性の高いデッキ。当園自慢の外遊び空間で、お子さまと

ひとりが保育のプロフェッショナルであり、 遊びの達人

感じなのかな」
「うちの子にあうのかな」
めぐみこども園の

一緒にのびのび遊びませんか？ 当日参加大歓迎。公園

です。子育てのこと、遊びのことなど、知識と経験豊富な

こと、園での生活の様子をもっと詳しく知りたい保護者の

に行く感覚で、気軽に遊びに来てくださいね。

どスタッフまでお気軽にご相談ください。

方、ぜひご参加ください。

●日 時／毎月第2・4月曜日の9:30〜11:00
●場 所／園庭orウッドデッキ
●対 象／お子さんとそのご家族
●持ち物／着替え・オムツ・おしりふき・水分
（マグor水筒）
※園児も一緒に遊ぶこともあります
※おもちゃも用意していて、
トイレの使用やおむつ交換も
できます。
※雨天や感染症などの理由で中止の場合は、園からのお
知らせ、
または当サイトの新着情報でご確認ください。
※0歳児からお気軽にお越しください

●日 時／毎月水曜日の10:00〜11:00
●場 所／木育ルーム
（気候が良い時期はウッドデッキ
に変更の場合もあり）
●対 象／お子様とそのご家族
●定 員／各日程 10組
（わらべうた ベビーマッサージのみ5組）
●持ち物／着替え・オムツ・おしりふき・水分
（マグor水筒）
※定員になり次第締切
※月ごとに年齢をわけていますが、どの月も未就園の兄
弟のお子様の参加は可能

●日 時／毎月水曜日の10:00〜11:00
●場 所／お子様の年齢の保育室
●対 象／入園を希望しているお子様
●定 員／0歳児＆1歳児 各4組、2歳児〜4歳児 各2組
●持ち物 着替え・オムツ・おしりふき・水分
（マグor水筒）
※定員になり次第締切
※各年齢で感染症が流行した場合は中止

説 明 会＆見 学 会

当園の方針や入園に関しての説明会です。職員の説明をもとに、実際に園内を見学
（約20分）
していただきます。
ぜひ、お子さんも一緒に遊びにきてください。
●日 時／9:30〜11:00
●対 象／未就園のお子様とそのご家族

〒918-8047 福井市久喜津町二本松34-1

Tel.0776-36-5057
めぐみこども園の最新情報をチェック！

めぐみこども園 HP

http://www.megumihoiku.jp
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LINE 公式
アカウント

各 ひろば の
日程は
裏 面をご 確 認
ください 。

めぐみ木 育ひろば 2 0 2 0 開 催日程
●日程をご確認の上、予約をしてください。

〈予約不要〉
園庭開放ひろば
９：３０〜１１：００

５月

● 11（月）園庭
● 25（月）デッキ

6月

● 8（月）園庭
● 22（月）デッキ

予約開始（４月１５日〜）

予約開始（5月１５日〜）

7月

予約開始（6月１５日〜）

①②③は、前月の15日より予約受付開始いたします！

①
クラス参加ひろば
１０：00〜11：00

②
めぐみ体験ひろば
１０：00〜11：00
●20（水）
【0歳児対象】
木のおもちゃで遊ぼう

● 3（水）

●17（水）
【1・2歳児対象】
歯ブラシ遊び

● 1（水）

●15（水）
【0歳児対象】
わらべうたベビーマッサージ
●8（土）
【1・2歳児対象】
水遊び&かき氷

●22（土）
特別説明会&見学会

● 16（水）

●2（水）
【0歳児対象】
わらべうたベビーマッサージ

●26（土）
特別説明会&見学会

● 7（水）

●21（水）
【1・2歳児対象】
おにぎりを作ろう

8月

予約開始（7月１５日〜）

9月

予約開始（8月１５日〜）

10月

● 7（月）園庭
● 14（月）デッキ
● 12（月）園庭

予約開始（9月１５日〜）

● 26（月）デッキ

11月

● 9（月）園庭
● 16（月）デッキ

予約開始（10月１５日〜）

12月

予約開始（11月１５日〜）

3月

予約開始（2月１５日〜）

園庭開放ひろば
ご予約不要
いつでもお気軽に

③
説明会&見学会
９：３０〜１１：００

●18（水）
【0歳児対象】
ふれあい遊び

● 4（水）

● 9（水）

説明会＆見学会は、
お楽しみを
ご用意してい ますので、
お子さんも一緒に
お越しください。

わらべうた ベビー マッサージ
●1回目 7/ 15（水）●2回目 9/ 2（水）
（注意・お願い）
※お子さんの健康状態を確認し、無理のないように
お願いいたします。
※予防接種後48時間が経過してない場合や、
下痢・嘔吐・発熱（37.5度以上）等、体調のすぐれない
時は参加できません。

● 3（水）

●予約受付方法について
園庭開放広場は特に予約の必要はありません。お気軽に公園に遊びにいく感覚でお越しください。
※雨天で中止のお知らせは園ホームページでご確認ください
① ② ③は月ごとに予約を受け付けます。予約受付開始は毎月、前月の15日からとなります。
受付方法は電話又はホームページで行ってください。
予約のキャンセルは電話で連絡をお願いします
受付時間 9：00〜15：00（土曜受付なし）
電話予約
ご希望の内容をお伝えください

080-3207-8883

ネット予約

めぐみこども園ホームページにて
※HPか下記のQRコードより予約ください。

〒918-8047 福井市久喜津町二本松34-1

Tel.0776-36-5057
めぐみこども園の最新情報をチェック！

http://www.megumihoiku.jp
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ご予約は
こちらから

