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※登録制(年2期)

《ポカポカデー消防自動車見学》
当園のお隣の高森消防出張所にみんなでお散歩

しながら消防車見学に行きます。
日 時： 5月 29日（月）10:30～11:10

集合場所： 高森サーラこども園 駐車場

対 象：1歳以上の親子 10組

持 ち 物 : 帽子、水分補給用の飲み物、

受 付： 5/12(金)～定員を満たし次第終了

春の日差しが心地よいこのごろ、吹く風もさわやかな季節になりました。お外遊びや散歩に出かけた

りと心も体もワクワクしますね。今年度もたくさんの出会いを大切にして、皆さんがほっとできるよう

な時間を一緒に過ごしたいと思っていますので、どうぞよろしくお願いいたします。

９

高森サーラこども園の

ホームページでこの通信物を

ダウンロード出来ます！

親子のつどい

★印の日は申込み受付開始日と

なっています。

※消防車が出動の際や、天候の悪い場合は消防車見学は中止

となります。当日天候に迷う場合は、8：30以降に

電話にてお問い合わせ下さい。

９ ９
新年度準備のため4/7まで

開放はお休みになります。

おてんとさんマークの日は支援センター

と園庭で自由に遊べます！

《運動遊びの日》※１期登録制

対 象：２歳以上の親子 ８組

受 付： 4/14(金)～定員を満たし次第終了

※初回日は5/17(水) 13:30～14:30

高森サーラこども園のホールで行います！

《支援事業各種申込み受付け》
(受付時間：11:00～17:00)

高森サーラこども園・子育て支援センター

TEL 022－377－0051

幼児体育専門の講師(武田 航河氏)による親子で楽し

める運動遊びを行っています。体を動かすのが好きな

お友だちいろいろな経験をさせたい方、大歓迎です！

支援センターの開放についてお知らせです

4/10(月)より、支援センターを予約なくご利用

いただけるようになります！

支援センター…9:00～12:00/15:00～17:00

園庭開放… 10:00～12:00/15:00～17:00

※混雑するときは、安全を配慮するために状況

に応じて調整させていただきます。混雑状況

を知りたい方は電話でお問い合わせください。



【親子のつどい】※年2期登録制 1０：30～11：30  

月齢・年齢毎に親子が集い、保育教諭と一緒に手遊びや

体操、制作などを楽しみます。年2期の登録制となります。

※利用は仙台市在住の方に限ります。

※登録制となっていますが、定員に達していなければ途中

からの参加も可能です。

※日程は変動する場合もあります。

【子育て講座】 ※申込み制 10：30～11：30

親子リトミック(７・2月)、ママのためのヨガ(8月)、

入園説明会 (9・10月)、アルバムカフェ(12月）

親子ビクス(１月)、わらべうたベビーマッサージ(2月)

を予定しています。

詳細は、通信物「おてんとさんありがとう」に随時記載し

ま すのでご確認下さい。

※感染拡大により対面での実施ができない場合は、講座に

よってはオンラインで開催となります。詳細は、HPにて

お知らせいたします。

【ポカポカデー】※申込み制 10：30～11：30

年4回（5月・10月・3月）

親子を対象とした「遊びの会」です。消防自動車見学や

季節に応じた遊びなどの活動を予定しています。

詳細は、通信物「おてんとさんありがとう」に随時記載

しますのでご確認下さい。

【運動遊びの日】※年6回 1期登録制

対象 ： 2歳以上の親子 8組程度

日程 ：1期 5月・ 6月・ 9月

2期 10月・11月・12月

時間： １３：３０～１４：３０

幼児体育専門の講師による運動遊びを行います。

マット、跳び箱、縄、ボールなどを使って、親子で 一緒

に体を動かして遊びます。

【園庭開放・支援センター開放】(月)～(金)9:00～12:00/15:00～17:00・(園庭開放)10:00～12:00/15:00～17:00

園庭には大型遊具が多く、歩き始めのお子さんでも遊べるようなすべり台もあります。日除けのある砂場や三輪車など

でも遊べますよ。支援センターは、畳敷きのお部屋なので小さいお子さんもゆったりと遊べます。手作り玩具やブロック、

ままごとなどで遊んだり、図書棚もあるので親子での絵本タイムを楽しんでいただけますよ。ぜひ遊びにいらしてください♪

※行事などによっては利用できない日があります。通信物「おてんとさんありがとう」の日程表でご確認の上ご利用下さい。

【ミニ図書館】
ノンタンシリーズやしかけ絵本、動物、乗り物の図鑑など、

お子様の喜ぶ本や、子育てに関する保護者向けの本等多数

ご用意しています。お気軽にご利用下さい。

★1人3冊、2週間まで貸出できます。

【子育て相談】 (月)～(金) 10：00～17：00

子育てに関する悩み相談を受け付けています。お気軽に

お電話またはご来園下さい。お待ちしております。

TEL 022-377-0051

● お問い合わせ先 ●

高森サーラこども園 子育て支援センター

〒981-3203 仙台市泉区高森4丁目2－615

TEL 022－377－0051

月曜～金曜 10：00～17：00 の間にお願いします。

※活動をお休みする場合や、各種申込みをキャンセル

される場合は、事前にご連絡いただけると助かります。

※通信物「おてんとさんありがとう」について

・年６回（４月・５月・7月・9月・11月・1月）中旬の発行予定です。

・当園のほか、泉区役所・のびすく泉中央・セルバ・高森生協・グリーン

マート桂店・藤崎マーケット寺岡店・パーク歯科・高森児童センター・

高森東児童センター・寺岡児童センター・根白石児童館・とも子助産院

こん小児科クリニックにおいても受け取ることができます。

【オンライン相談】
なかなか外出ができない時も、顔を見ながら相談できる

オンライン相談を受 け付けています。お電話でご予約い

ただき、予約された 日にZOOMを使ってオンライン相談

を行いましょう。

R5.4月から子育て支援を担当する先生をご紹介します。

亀井 登子 ・ 根本 綾 ・ 竹中 美和

です。どうぞよろしくお願いします！

地域子育て支援センター担当紹介

支援センターではたくさんの出会い

があります。一緒に楽しくあそびまし

ょうね！子育てに関するお悩み相談な

ども行っています。ぜひ、遊びに来て

くださいね。

当園では、一時預かり・特定保育事業を実施しており
ます。保護者の方の〈急な仕事〉〈通院〉〈出産〉など、
お申込み頂ければ一時的にお子様をお預かり致します。
※利用希望日の1ヶ月前から予約ができます。

※電話にてお問い合わせ下さい。(平日8:30～17:00）

※土曜日利用に関しては、ご相談ください。

【一時預かり事業について】
（月）～（土） 7：30～18：00


