
 

 

 

 

 

 

認定こども園 みさとさくらの森 

みさと団地幼稚園 

048-958-3887 

 暑い夏休みが終わり２学期がスタートしました！２学期の園では運動会をはじめ、様々な行事があり楽しみで

あると同時に、行事を通して子どもたちの成長を感じられる喜びいっぱいの日々が始まります。 

 スマイルクラブのお友だちも、限られた時間ではありますが、先生やお友だちとの遊びを通して幼稚園の楽し

さを感じてもらえたら嬉しいです。今学期もよろしくお願いいたします。 

今年度のスマイルクラブは自由参加となっております。利用するにあたりお願いなどもありますので、事前にホ

ームページをご覧ください。ご協力よろしくお願いいたします。 

 

《２学期の予定》 

     日にち 活動内容 

９月 ７日（水） 

ピアラシティ交流センター

で行います。 

 季節の制作「動物のおめん」…親子で制作を楽しみます。 

※制作セットを持ってきてください。 

※出張スマイルクラブに変更いたしました。（事前予約制です） 

９月２１日（水）  親子でふれあい遊び…マットやフラフープを使って遊びます。 

            他、運動会で踊るダンスを楽しみましょう。 

９月２８日（水） 親子でふれあい遊び…リトミックや体操をします。                

             「どうぶつたいそう」「サンサンたいそう」他 

１０月１２日（水）  季節の制作「ハロウィンバッグ」…親子で制作を楽しみます。 

※制作セットを持ってきてください。 

１２月 ７日（水） 親子でふれあい遊び…音楽に合わせて体を動かして遊びます。 

他、クリスマスのお楽しみがあります♪ 

 

９月１日（木）に「三郷中央におどりプラザ」内のお部屋をお借りして“出張スマイルクラブ”を行います。 

７日の分もあわせて予約受付中です。詳しくは幼稚園のホームページをご覧ください。 

お近くの方、スマイルクラブ初めての方、ご参加お待ちしています！ 

 

＜令和５年度 １号認定児願書配布開始 １０月１５日＞ ご希望の方は、お声を掛けてください。 

＜令和５年度 １号認定児見学会 入園説明会＞ 

見学会  ９月１０日（土） １０：３０～ 幼稚園ホールにて子どもの遊びの様子のお話と園内見学。 

  説明会 １０月１５日（土）１０：３０～ 幼稚園ホールにて子どもの遊びの様子のお話の他、 

募集要項について。 

  ※予約の必要はありません。上履き（履物）を持参してください。駐車場は送迎時の乗降のみ利用できます。 

   子どもの遊びの様子については同じ内容の予定です。ご都合の良い日にご参加ください。 

  

 

スマイルだより 
令和４年 ２学期 



【パンダクラブ(2 歳児保育)のご案内】 

  幼稚園でお子さんをお預かりし、保護者の方と離れお友だちや保育者と一緒に過ごすなかで、 

２歳児の発達段階の特性を大切にお子さんの成長を促していきます。 

 

対象児 満２歳児～(２歳児のお誕生日を迎える日から可能です) 

実施日 月曜・火曜・木曜・金曜日を中心とした年間約１００回を予定しています。 

保育時間 

保育料 

午前中（９：４５～１１：３０）６００円  ※バスを利用される方は 

 １日（９：４５～１３：３０）９００円   到着時より保育を行います。 

※保育料には、おやつ代・教材費・保険代が含まれます。 

※１日保育で給食を希望される方は給食代 3４0円加算されます。 

※バスを利用される方は 150円加算されます。 

※1日保育(7 月から開始)はお子さんの様子を見ながら、行いたいと思います。 

募集人数 1 日 １０～１２名 (定員になり次第、締め切らせていただきます。ご了承ください。) 

 

パンダクラブでは… 

 ・朝の活動（挨拶、呼名、手遊び、季節の歌など） 

  

 ・主活動（制作・外遊びなどをします） 

 

 ・おやつ、昼食（お友だちと一緒に楽しく食べています） 

  ※昼食はパンダクラブに慣れたお子さんからです。 

 

 ・自由遊び（おままごと、プラレール、パズルなど） 

 

 ・排泄（洋服の着脱も自分で行えるよう保育しています） 

 

 上記の活動を中心に、お子さんが自分自身の力でやり遂げる達成感を感じられることを 

大切に、見守りながら時に援助をしながら保育をおこなっています。 

 

★詳細はパンダクラブ募集要項をご覧下さい。 

  (募集要項はスマイルクラブ受付・幼稚園玄関に置いてあります) 

  (幼稚園ホームページからダウンロードすることも可能です) 

 

 ★利用予約は、登録を済ませてからお申込みください。 

 

 ★９月～１０月分の予約を受けています。 

   

★定員に達している日（８月２４日現在） 

   ありません。どの日もあと数名利用可能です。 

＊お問い合わせいただいた際に、上記他が定員に達している場合もございます。 

ご了承ください。 

 



 

 

幼保連携型認定こども園 

みさとさくらの森 みさと団地幼稚園 

TEL ０４８－９５８－３８８７ 

パンダクラブ 
 幼稚園でお子さんをお預かりし、保護者の方と離れお友だちや保育者と一緒に過

ごすなかで、２歳児の発達段階の特性を大切にお子さんの成長を促していきます。 

 

ご希望の方は利用日前日までに電話で予約をお願いいたします。 

受付開始日……９月６日（火）～  追加受付回数……1 人 1 回 

※日中は保育中ですので、電話予約は 15:00～1６:00 の間でお願いいたします。 

 ※ご希望の日が定員に達していた場合は、キャンセル待ちとして受付させていただきます。 

 

新規登録の方も大歓迎です。幼稚園で先生やお友だちと遊びましょう！ 

事前登録が必要です。利用登録を済ませてから、ご予約ください。 

★登録を希望の方は、事前にご連絡ください。 

詳細（募集要項）は、幼稚園棟玄関・通園バスに置いてあります。 

また、幼稚園のホームページから閲覧、印刷していただけます。 

 

  

対象児・定員 満 2 歳～ ／ 1 日 10～１２名 

実施日 月・火・木・金曜日を中心に 

年間約１００回を予定しています。 

保育料 半日…６00 円   

1 日…９00 円   

  

※おやつ代・教材費・保険代を含みます。 

※用品代 7１０円 

※１日保育は慣れてからです。 

  



 

  

 

幼稚園でお子さんをお預かりし、保護者の方と離れお友だちや保育者と一緒に過ごすなか

で、２歳児の発達段階の特性を大切にお子さんの成長を促していきます。 

※事前登録が必要です。利用登録を済ませてから、ご予約ください。 

６月３０日より９月～１０月分の予約受付中です 

（1人５回まで） 
 詳しい登録方法、予約方法につきましては、令和４年度の募集要項をご覧ください。 

募集要項は、幼稚園玄関・通園バスに置いてあります。職員にお声かけください。 

また、幼稚園ホームページからもダウンロードが可能です。 

  

対象児・定員 満 2歳～ ／ 1日 10～12名 

実施日 月・火・木・金曜日を中心に 

年間約１００回を予定しています。 

保育料 半日…６００円   

1日…９００円   

 

 

 

※おやつ代・教材費・保険代を含みます。 

※用品代７１０円 

※１日保育は慣れてからです。 

幼保連携型認定こども園 

みさとさくらの森 みさと団地幼稚園 

TEL）048-958-3887 

 

 

 

ようちえんで 

いっぱいあそびましょう！ 
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令和４年度 パンダクラブ（２歳児保育）募集要項  

 

 

                

 

 
 

★ご利用者の増えてくる２学期半ば頃より、成長に合わせた保育を行なうことや、 
なるべく多くの方がご利用していただけるよう考慮し、予約の受付日程が 

分かれています。※詳しくは３ページの《予約受付日時》をご覧ください。 

 

 

対象児  満 2 歳児～（満２歳のお誕生日を迎える日から可能です。） 

活動場所 幼稚園棟２階  パンダクラブ保育室 

募集人数 １日 10～12 名 

登録方法 

予約方法 

・登録用紙の提出と保育用品の購入のため事前に電話で連絡の上ご来園ください。 

（登録は無料です。保育用品の金額は、下記のその他の欄をご確認ください。） 

・ご希望の日の前日（電話対応 1５時～１６時）までに申し込みをしてください。 

・実施日および予約時期につきましては、3 ページをご覧ください。 

＊4 月は、新学期が始まったばかりですので、予約受付時間が通常と異なります。 

別紙をご確認ください。 

・予約方法は、電話・来園どちらでもかまいません。 

・定員に達しない場合は後日、第２回予約受付日を設けます。日程については 

園前ポスター、ＨＰにてお知らせいたします。 

希望される方は園に空き状況を確認してください。確認後から予約されるまでの 

間に定員になってしまうこともあります。ご了承ください。 

・詳しい予約、キャンセル待ちについては、登録時に別紙にてお知らせいたします。 

実施日 実施日は３ページをご覧ください。 

保育時間 最初は午前保育（9：４５～11：30） 

お子さんが慣れてきたら１日（9：４５～13：30）※昼食も食べます。 

1 日保育は７月から開始いたします。 

登園バス 

 

・ご希望の方は、予約時にお申し出ください。 

・ご利用 1 回につきバス代 150 円を集金いたします。 

＊お子さんが自分自身で体を支えて、安全に乗車できるようになりましたら、 

利用が可能です。（希望の方は、ご相談ください） 

＊バス停は、既存のバスコースのバス停です。新たに設けることはできません。 

ご自宅から一番近いバス停から乗車していただきます。 

＊バスの利用は登園時のみです。降園時は幼稚園までお迎えをお願いいたします。 

費用 午前中（9：４５～11：３０） ６００円 

１日（9：４５～13：３０） ９００円  おやつ代・教材費・保険代を含みます。 

＊バス代 1 回 １５０円（利用時のみ） 

＊給食代１食 ３４０円（希望者のみ） 

その他 登録時に、保育用品（計７１０円）の購入をお願いします。 

兄姉の用品を引き続き使用される方は、お申し出ください。 

名札（１２０円）・出席シール他（３００円）・保育料袋（１００円） 

連絡ノート（１９０円） 

 

★前年度(令和３年度)から継続してご利用の方は、出席シール他（300 円）代のみ初

日に集金いたします。 

 

２歳児の発達段階上の特性を踏まえ、幼稚園を活用した子育て支援として

２歳児保育を行っています。ぜひ、ご利用ください。 
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※令和３年度登録済みの方は継続利用することができます。 

 

※１日保育開始時期に関しましては、それぞれのお子さんの様子を見ながら相談をさ

せていただきます。（幼稚園での生活に少しずつ慣れさせてあげたいと思っていま

す。） 

 

※持ち物その他に関しましては、登録時に別紙にてお知らせします。 

 

※車で送迎される場合、園内の駐車場をご利用ください。台数に限りがありますので、 

混雑時は譲り合ってご利用ください。また、可能な方はできるだけ徒歩・自転車で 

の送迎にご協力ください。 

 

※車での送迎についての詳細は、登録時にお渡しする冊子をご確認ください。 

 

 

＜満３歳児クラス入園について＞ 
パンダクラブに参加し幼稚園に慣れ親しんだ方は、満３歳児として入園が可能です。 

（３歳の誕生日に達した月の翌月１日より） 

ご希望の方、ご興味のある方は幼稚園にお問い合わせください。 
 

 

２歳児保育で大切にしたいこと… 

 ・保育者と幼児との一対一の関係を大切にして信頼関係を築き、幼児が安心して自分

の気持ちを表したり、自分の思いで行動したりするような経験をする。 

・幼児一人一人が、食事、排泄、衣服の着替えなどの健康で清潔な生活の習慣を身に

付け、自立しようとする意欲を持つ。 

・いろいろな遊びをしながら、ものや人などへの興味や関心を引き出し、幼児の世界

を広げていくようにする。 

・２歳児の動き方や遊び方を踏まえ、健康や安全に十分に配慮した園舎内外の環境を

整備し、その中で園生活を送る経験をする。 

・親子で一緒に活動するなどして、保護者が子育ての喜びや楽しさを味わう機会をつ

くりながら、親として成長できる場を提供していく。 
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予約受付日時 
予約月 予約受付日 受付時間 利用回数上限 

５月～８月分 ４月６日～ 
※別紙参照 

15:00～16:00 １０回 

 ９月～１０月分 ６月３０日～ 15:00～16:00    ５回 

 

 

１１月～１２月分 

次年度入園希望の方 

優先予約期間 

９月２７日 

９月２８日 

その他のご利用の方 

９月２９日～ 

 

 

15:00～16:00 

11:00～12:00 

 

15:00～16:00 

 

 

３回 

 

 

３回 

１月～３月の活動は、年齢に合わせた保育を行いたいと思います。 

※１月～３月実施予定日の無印…次年度新入園児（R2.4.1.生まれまで）の方 

 基本的に入園が決定した方のみとさせていただきます。 

※１月～３月実施予定日の〇印…令和６年度入園対象（R2.4.2.生まれ～）の方 

 

 

１月～３月分 

次年度新入園児の方 

１１月２４日・２５日 

令和６年度 

入園対象の方 

１１月２８日～ 

 

15:00～16:00 

 

 

15:00～16:00 

 

６回 

 

 

３回 

★昨年度より利用回数を増やしました。幼稚園でたくさん遊び、友だちや先生と過ごす楽し

さを感じてもらえたら嬉しいです。ご参加お待ちしています。 

★園行事や新型コロナウイルスの感染状況によっては、日程の変更がある可能性もあります。

ご了承下さい。変更があった場合は園前ポスター、ＨＰにてお知らせいたします。 
 

 

令和４年度パンダクラブ実施予定日 
 5 月 9・10・12・16・19・20・23・24・26・27・30・３１ 

 6 月 2・3・7・8・9・10・13・16・17・20・21・23・24・27・30 

 7 月 12・14・25・26 

 8 月 24・25 ※８月は午前保育のみとさせていただきます。  

 9 月 2・5・6・8・9・12・13・15・16・20・22・26・27・29・30 

10 月 13・14・19・20・21・24・25・26・28・31 

11 月 4・7・8・10・11・15・17・18・21・24・25 

12 月 6・8・14・16・19 

1 月 12・13・⑯・17・20・㉓・24・25・㉖・27・30・㉛ 

2 月 2・14・⑯・17・21・㉔・27・28 

3 月 3・⑬・14・⑮  

※13・14・15 日は午前保育のみとさせていただきます。 

     

 

 

幼保連携型認定こども園 みさとさくらの森 

みさと団地幼稚園 

三郷市彦成 4-321（桜小学校となり） 

048-958-3887 

 



     年度 

パンダクラブ登録用紙 

 

申し込み日      年   月   日 

 ふりがな     

本 氏名  生年月日   

          年   月    日 生    歳 

 現住所 〒  TEL   

人   自宅   

   緊急連絡先      （父・

母） 

 健康保険証番号  名称     番号  本人血液型 

保 ふりがな  幼児との続柄   

 氏名     

護      

 現住所 〒     

者   本籍   県  

      

 本人との続柄 氏名 ふりがな 年齢 生年月日 職業（在学校名） 

家      

庭      

状      

況      

      

健康の記録（アレルギー・慢性疾患など）   健康・発達等の特記事項   

      

      

      

      

      

自宅付近地図 知り合いの本園児または 通園方法    

 一緒に来られる方を記入     

 (連絡をお願いできる方)     

      

      

  引率者    

      

      

      

      



【パンダクラブ(2 歳児保育)のご案内】 

  幼稚園でお子さんをお預かりし、保護者の方と離れお友だちや保育者と一緒に過ごすなかで、 

２歳児の発達段階の特性を大切にお子さんの成長を促していきます。 

 

対象児 満２歳児～(２歳児のお誕生日を迎える日から可能です) 

実施日 月曜・火曜・木曜・金曜日を中心とした年間約１００回を予定しています。 

保育時間 

保育料 

午前中（９：４５～１１：３０）６００円  ※バスを利用される方は 

 １日（９：４５～１３：３０）９００円   到着時より保育を行います。 

※保育料には、おやつ代・教材費・保険代が含まれます。 

※１日保育で給食を希望される方は給食代 3４0 円加算されます。 

※バスを利用される方は 150 円加算されます。 

※1 日保育(7 月から開始)はお子さんの様子を見ながら、行いたいと思います。 

募集人数 1 日 １０～１２名 (定員になり次第、締め切らせていただきます。ご了承ください。) 

 

パンダクラブでは… 

 ・朝の活動（挨拶、呼名、手遊び、季節の歌など） 

  

 ・主活動（制作・外遊びなどをします） 

 

 ・おやつ、昼食（お友だちと一緒に楽しく食べています） 

  ※昼食はパンダクラブに慣れたお子さんからです。 

 

 ・自由遊び（おままごと、プラレール、パズルなど） 

 

 ・排泄（洋服の着脱も自分で行えるよう保育しています） 

 

 上記の活動を中心に、お子さんが自分自身の力でやり遂げる達成感を感じられることを 

大切に、見守りながら時に援助をしながら保育をおこなっています。 

 

★詳細はパンダクラブ募集要項をご覧下さい。 

  (募集要項はスマイルクラブ受付・幼稚園玄関に置いてあります) 

  (幼稚園ホームページからダウンロードすることも可能です) 

 

 ★利用予約は、登録を済ませてから申込みください。 

 

 ★５月～８月分の予約を受けています。 

   

★定員に達している日（５月２日現在） 

    ７月 １４日 

＊お問い合わせいただいた際に、上記他が定員に達している場合もございます。 

ご了承ください。 

 



 

 

 

今年度のスマイルクラブは予約制ではなく、自由参加とさせていた

だいております。 

感染予防のため、引き続き下記の対応について皆様の 

ご理解とご協力をお願いいたします。     

 

＜利用制限について＞ 

・利用人数、利用回数は制限せずに、自由参加となります。 

 ご都合に合わせてご来園ください。 

・活動内容は今まで通り親子での触れ合い遊びや制作を中心とし、 

感染対策を続けていきます。 

 

＜お願い・注意事項＞ 

・マスクの着用および入り口での消毒にご協力をお願いいたします。 

（乳幼児はのぞく） 

・来園時、連絡先などの記入および健康チェックの記入にご協力をお願い 

いたします。 

・発熱（37.5℃以上）や咳・下痢などの症状がある場合は利用できません。 

・水分補給のため、水筒をお持ちください。 

 

＜感染防止対策について＞ 

・スマイルクラブで使用するもの、場所はすべて消毒を行います。 

・窓やドアを開放するなど、換気を行います。 

・職員は毎日の健康チェックと手洗いの徹底、マスクを着用します。 



 

 

＜２学期の日程＞ 

     日にち 活動内容 

９月  ７日（水） 

ピアラシティ交流センター

で行います。 

 季節の制作………………親子で制作を楽しみます。 

※制作セットを持ってきてください。 

※出張スマイルクラブに変更いたしました。 

 ９月 ２１日（水）  親子でふれあい遊び…マットやフラフープを使って遊びます。 

 ９月 ２８日（水）  親子でふれあい遊び…リトミックや体操をします。 

１０月 １２日（水）  季節の制作……………親子で制作を楽しみます。 

※制作セットを持ってきてください。 

１２月   ７日（水）  親子でふれあい遊び…音楽に合わせて体を動かして遊びます。 

 

🖍制作セット（クレヨン・のり・はさみ・セロハンテープ・水性マジックなど） 

お子さんの使いやすいものをご用意し、必ず名前を書いてください。 

 

※9 月 7 日は出張スマイルクラブに変更いたしました。三郷市立ピアラシティ

交流センターで行います。事前予約制ですので、ホームページで確認の上、予

約をお願いいたします。 

※活動内容は予定ですので変更になる場合もあります。 

※予定の変更や詳しい活動内容については、ホームページや園前のポスターで随時お知

らせいたします。 

 

なお今後も、全国や埼玉県の動き、新型コロナウイルス感染の広がり方により、対

応などが変更になることもあります。ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力を

お願いいたします。予定変更や活動内容につきましては、今後ホームページなどで

お知らせいたします。 

    

 

 

  

 

 

認定こども園 みさとさくらの森     

みさと団地幼稚園 

TEL 048-958-3887 



 

 

 

 

   

幼稚園のスマイルクラブは自由参加です！２学期も制作をした

り、親子でふれあい遊びをして楽しい時間を過ごしましょう♪ 

《２学期の予定》 

      日にち 活動内容 

９月  ７日（水） 

ピアラシティ交流センター

で行います。 

 季節の制作…………親子で制作を楽しみます。 

※制作セットを持ってきてください。 

    ※出張スマイルクラブに変更いたしました。 

  ９月 ２１日（水）  親子でふれあい遊び…マットやフラフープを使って遊びます。 

  ９月 ２８日（水） 親子でふれあい遊び…リトミックや体操をします。 

 １０月 １２日（水） 季節の制作…………親子で制作を楽しみます。 

※制作セットを持ってきてください。 

１２月   ７日（水） 親子でふれあい遊び…音楽に合わせて体を動かして遊びます。 

 

※9 月 7 日は出張スマイルクラブに変更いたしました。三郷市立ピアラシティ交流センターで行います。事前予約制です

ので、ホームページで確認の上予約をお願いいたします。 

※活動内容は予定ですので変更になる場合もあります。 

詳しい活動内容につきましては、ホームページで随時お知らせしていきます。 

※今年度のスマイルクラブは自由参加となっています。受付にて連絡先などの記入および健康チェック表の記入は変わら

ず行っていきます。感染予防のため引き続きお願いなどもありますので、事前にホームページをご覧ください。ご協力

よろしくお願いいたします。 

 

 

 

    

 

 

         
認定こども園みさとさくらの森 みさと団地幼稚園 （桜小学校隣り） 

             【住所】三郷市彦成４-３２１【TEL】048-958-3887 

  

スマイルクラブ 

 

時 間 10：00～11：00      場 所 幼稚園棟 1 階ホール 

 

持ち物 上履き、制作セット など    年会費 無料 

（パンダクラブ登録済の方は、名札を持参してください） 

 

※駐車場は使用できませんので、徒歩・自転車でご来園ください。 

 

２歳児保育（パンダクラブ）も行っています。 

詳しくは、募集要項をご覧ください。募集要項は、 

幼稚園ホームページからご覧いただけます。 



 

 

 

みさとさくらの森 みさと団地幼稚園「スマイルクラブ」です！ 

１０月２７日に「三郷市立ピアラシティ交流センター」内の体験学習室 B、１１月１５日に「三郷中央におどりプラザ」３階の会議

室 A をお借りして「出張スマイルクラブ」を開催いたします。普段幼稚園の親子プレイルームで行っている手遊びや制作、紙芝居な

ど、一緒に楽しんでみませんか？みさと団地幼稚園を知らない方も大歓迎です♪０歳のハイハイや伝い歩きのお子さんから入園前のお

子さんまで、みなさん一緒に親子で楽しい時間を過ごしましょう。 

       ～三郷市立ピアラシティ交流センター～ 
《１０月２７日（木）の活動予定》  各回８家族までとさせていただきます。 

      時間 活動内容 

 

①  ９:４0～１０:２0 

 

親子でふれあい遊び…リトミックや体操をして遊びます。 

               動きやすい服装でご参加ください。 

    ※他、手遊びや紙芝居などを行う予定です。 

 

② 1０:４0～1１:２0 

 

 

上記と同じ内容です。 

 

～三郷中央におどりプラザ～ 

《１１月１５日（火）の活動予定》  各回１０家族までとさせていただきます。 

      時間 活動内容 

 

①  ９:４0～１０:２0 

 

 親子でふれあい遊び…フラフープを使って遊びます。 

               動きやすい服装でご参加ください。 

    ※他、手遊びや紙芝居などを行う予定です。 

 

② 1０:４0～1１:２0 

 

       

上記と同じ内容です。 

 

※ただいま予約受付中です！ 

               ・ 上記の活動予定を確認していただき、参加希望の会場と時間を選んでください。 

         ・ 利用日前日までに幼稚園に電話で予約をお願いいたします。（１５：００～１７：００） 

         ・ 予約の際に、参加人数と連絡先もあわせてお聞きします。 

         ・ 参加人数が定員に達した場合は、園のホームページでお知らせいたします。 

※ご利用上の注意事項 

 ・感染対策のため、入れ替え制で人数を制限し事前予約とさせていただきます。参加希望の方は園に直接連絡をお願いいたします。 

 ・スマイルクラブ中の室内以外の館内では、施設の利用規約に則りマスク着用のご協力をお願いいたします。 

・どちらの会場内でも、室内履きに履き替えて活動をします。室内履きを持参してください。 

・感染状況によっては日程の変更や中止になる場合もあります。予定変更につきましてはホームページなどでお知らせいたします。

ご理解とご協力をお願いいたします。 

・予約をキャンセルする時、または参加当日に欠席する場合は、それぞれの施設ではなく幼稚園にご連絡ください。 

 

認定こども園みさとさくらの森 みさと団地幼稚園 （桜小学校隣り） 

【住所】三郷市彦成４-３２１【TEL】048-958-3887 

  
スマイルクラブ 

 



 
令和４年度 

スマイルクラブ 
        

 

 

 

 

 

 
認定こども園 みさとさくらの森 

みさと団地幼稚園 

０４８－９５８－３８８７ 

 



 
スマイルクラブってなぁに？ 

 

 

 

 

 

活動場所 みさと団地幼稚園 ホール １０：００～１１：００頃まで 

 

≪今年度の日程≫ 

５月 １１・２５ 

６月 １・１５・２２ 

７月 １３ 

９月 ７・２１・２８ 

１０月 １２ 

１２月 ７ 

 １月 １１・１８ 

２月 １・２２ 

３月 １ 

 

≪活動の流れ≫ ＊活動により、時間が前後する場合や流れが変更になる場合もあります。 

時間 活動 備考 

１０：００ 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０：３０ 

 

 

 

 

１０：３５ 

 

 

 

 

 

 

 

１１：００ 

 

 

★登園 

先生とあいさつを交わし、名札を付ける。

（出席シールを貼る） 

 

 

★自由にホールで遊ぶ。  

（制作活動も含める） 

 

 

★片付け 

（みんなで力を合わせてしましょう） 

 

 

 

★集団活動  

（歌、手遊び、ダンス、リトミック） 

（制作活動、運動遊び） 

（紙芝居・絵本） 

 親子で一緒に楽しい時間を過ごす。 

 

 

       

★さようならの歌・あいさつ 

★解散・園庭開放 

（各自で解散となります） 

＊上履きを履きましょう。 

＊保護者の方も上履きまたはか

かとの部分のあるスリッパを

お持ちください。 

 

＊お子さんの近くで一緒に 

 遊んで過ごしましょう。 

＊暑い日は水分補給のため 

水筒をご用意ください。 

 

＊お菓子などを食べないよう 

ご協力お願いします。 

 

 

＊お子さんの活動の様子を十分

見守って、ケガのないようご

注意ください。 

 

 

 

 

 

＊安全に配慮して、気をつけて

帰りましょう。 

－１－ 

スマイルクラブの活動を通して集団行動の基礎を身につけ、親元から 

の自立を無理なく自然に図り、お子さんの成長の助けになることを目 

的としています！ 

＊園行事や新型コロナウイルスの感染状況により、日

程が変更になる場合があります。その際はスマイル

だよりや幼稚園ホームページにてお知らせします。 

＊８月は夏休みの為、１１月は今年度のみお休みです。 

＊活動内容は、ホームページやスマイルだよりにて、 

随時お知らせしていきます。 

＊この他、地域の施設での出張スマイルクラブも行っ

ていきます。詳細は幼稚園ホームページをご覧くだ

さい。 



 

幼児期は人間形成の基礎を培う大切な時期です 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

《スマイルクラブでの活動とねらい》 

 

 

シール貼り 
シール帳に出席シールを貼ります。シール貼りは、指先を使うのに良い機会です。最

初は少し難しいかもしれませんが、そこは少し手伝ってあげ、できるだけお子さんに貼

らせてあげましょう。シールが徐々に増えていくと、きっとお子さんもスマイルクラブ

に来るのが楽しみになっていくことでしょう。 

また、カードの返却では名前を呼ばれて返事をすること、ありがとうと自然に言える

ようになることを目的として行っていきます。 

 

 

 

自由遊び 
 会話やふれあいを楽しみながら、お母さんやお友だちと一緒に遊んでください。 

興味のあるものを見つけると、楽しみな遊びの時間になります。また、お友だちとの関

わりの中で感じる葛藤は、成長を促すスパイスになってくれます。 

  
－２－ 

人との 

関わり 

取り巻く 

環境 

直面する問題・葛藤など 

喜び・達成感・充実感が 

次へのやる気・自信へ… 

《親・保育者・ともだち》 

 自分に起きたことを一緒

に共有してくれる存在が、 

子どもたちを強くし、安心し

て自分を発揮していく勇気

を与えてくれます。 

与えてくれます。 

 スマイルクラブでは、幼稚園生活の中で大切にしているこういった経験を同じように

大切にすると共に、人として生きていく上で必要な挨拶や集団生活でのマナーなども身

につけていくことができるよう取り組んでいきたいと思っています。 

心を動かされる 

出来事・経験 



制作活動 
 親子で作ることができる簡単な制作をします。ぜひ、お子さんに「自分でする」体験

をさせてあげましょう。大人にとってはとても簡単な作業もお子さんにとっては時間の

かかるものもあります。時間がかかっても、自分でできるところは行ってみましょう。

保護者の方が見ていてドキドキすることもあると思いますが、すぐに手を出さずに見守

ってあげることも大切です。自分で経験することでたくさんのものを得ることができる

でしょう。 

 

 

 

片付け 
 楽しく遊んだ後は、きちんと片付けをして次の活動に入りたいと思います。必ず、お

子さんと一緒に片付けてください。そして片付け後に、きれいになる気持ちよさを共に

味わい、「きれいになったね。」「きもちいいね。」と、ほめてあげましょう。 

 慣れてくると、すすんで片付けをしてくれる子が増えてきます。片付けもみんなです

ると楽しいですよ。 

 

 

 

体操･ダンス・手遊び 
 親子でのスキンシップも図れる大事なふれあいの時間です。一緒に行うリズム遊びの

中での活動は、お子さんにとって幸せな時間となるでしょう。お子さんは、保護者の方

のニコニコ笑顔が大好きです。真似をしてお子さんも楽しんでやるようになりますので、

一緒に元気に動いていきましょう。慣れると、楽しいですよ！ 

手遊びなどはぜひ、ご家庭でも遊んでくださいね。 

 

 

 

紙芝居・絵本その他 
 子どもたちは、物語やクイズなど想像が広がるお話が大好きです。そこから、発想力

が育っていきます。周りで私語をされると、お子さんの気が散ってしまいますので集中

してみることができますよう、ご協力をよろしくお願いいたします。 

 ご家庭でも、たくさんの絵本に触れさせてあげましょう。 
 

 

《その他》 
 

★お子さんは、周囲の大人(保護者・保育者など)の姿をよく見ています。 

活動中は状況に合わせて私語を慎むなど、保護者の方のご協力をお願いします。 

 

★制作活動は、自由遊び時に行う場合と片付け後に全員で行う場合があります。登園時

間に来園されますようお願いします。 

 

★活動内容は当日の天候、人数や環境によって多少変更する場合があります。 

ご了承ください。 

 
－３－ 



 

 

★名札はスマイルクラブ終了後、毎回集めます。 

お忘れのないよう、園に返却してください。よろしくお願いいたします。 

※パンダクラブ(２歳児保育)に登録されている方は、パンダクラブの名札を併用して 

ください。 

 

★靴下や素足で動き回ることで、思わぬ怪我へつながる場合があります。 

必ず上履きを履きましょう。 

保護者の方も上履き、もしくは、かかとの部分のあるスリッパをお持ちください。 

 

 

《上履きにひと工夫♪》 

 自分でなかなかスムーズに上履きを履けないお子さんもいると思います。 

 少し工夫してあげることで、少しずつ上手に履けるようになっていきますよ。 
  

 ・かかとに紐を通して、輪にする。（紐は、細いと指が痛くなるので太めがおすすめです） 

 ・履くときに、その輪を引っ張るようにすると履きやすくなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－４－ 

 

《持ち物》 

・上履き（お子さん・保護者） 

・シール帳（初日にお渡しします） 
※パンダクラブに登録の方は、名札を持参してください。  

 

・制作セット（クレヨン・のり・はさみ・セロハンテープ・ 

水性マジックなど） 
※お子さんの使いやすい物をご用意し、必ず名前を書いてください。 

※制作セットを持ってくる日は、予定表をご覧ください。 



 

 

《パンダクラブのご案内》 
   

幼稚園でお子さんをお預かりし、保護者の方と離れお友だちや保育者と一緒に過ごす 

なかで、２歳児の発達段階の特性を大切にお子さんの成長を促していきます。 

       

対象児 満２歳児～(２歳児のお誕生日を迎える日から可能です) 

実施日 月曜・火曜・木曜・金曜を中心とした年間約１００回を予定しています。 

保育時間 

保育料 

午前中（９：４５～１１：３０）６００円   

 １日（９：４５～１３：３０）９００円  
※保育料には、おやつ代・教材費・保険代が含まれます。 

※1 日保育(7 月から開始予定)はお子さんの様子を見ながら、行いたいと思います。 

募集人数 1 日 １０～１２名 
定員になり次第、締め切らせていただきます。ご了承ください。 

  

 ☆ご利用には、事前登録が必要です。 

  詳細はパンダクラブ募集要項をご覧ください。 

  募集要項はスマイルクラブ受付・幼稚園棟玄関・通園バスに置いてあります。 

また、幼稚園のホームページからも閲覧・ダウンロードが可能です。 

 

 ☆登録希望の方は事前に幼稚園にご連絡ください。 

（幼稚園連絡先：048-958-3887） 

 

 

 ☆定員の状況やキャンセル待ちについては、スマイルだより 

にてお知らせしていきます。 
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