
   

  

     

  

  

 

  

  

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 
保育所等・幼稚園 

認定こども園の  

2022 年９月号 

身体測定 
９日（金） 

にじのそら虹ヶ丘保育園 予約 

当日は個別に健康相談の対応も致します。 

10:00～10:45 

予約は 9:00～17:00 

育児相談 

７日（水）くろかわのぞみ保育園 

看護師の育児相談予約 

育児全般の相談に応じます。 

13:00～15:00 

その他 

15 日（木）ぶれすと白鳥ほいくえん 

英語で遊ぼう！、育児相談予約 

外国人講師による英語サークルと保育士による育児

相談を行います。 

15:30～16:00 対象年齢：２歳まで 

保育体験 

8 日（木）柿生ルミナス保育園 

色付きの魔法の氷でお絵かきしよう！予約 

氷の冷たさの心地よさを感じたり、色付き氷で

お絵かきを楽しもう。 

10:00～10:40 

 

27 日（火）柿生ルミナス保育園 

親子でふれあい遊び！予約 

親子でできる簡単なふれあい遊びを一緒に

楽しみましょう。 

10:00～10:40 

あそびの会 

8 日（木）白鳥保育園 

感触遊び予約 

手指を使った感触遊びをしてみませんか？ 

9:45～10:15  対象年齢：2 歳まで 

※持ち物：着替え 感染状況によっては中止 

 

９日（金）にじのそら虹ヶ丘保育園 

地域親子で遊ぼう会 にじっこ広場 

【ペープサートと絵本の読み聞かせ】 

ペープサートやおすすめの絵本を見に来ませんか。 

10:00～10:45 

※感染症等拡大時は中止になります。予約は 9:00～17:00 

 

13 日（火）・21 日（水）川崎市白山保育園 

はくさんポンポコ広場予約 

好きな遊びを楽しんだり、保育士による手遊びや触れ合い遊びを楽しみ

ましょう。 

9:30～10:30 対象年齢：3 歳まで ※１日３組まで 

 

6･13･20･27 日（火）アイン栗平保育園 

保育園で遊ぼう♪予約 

保育園の玩具で遊びながら、保護者の方同士でお話しましょう！ 

保育士へのご相談も募集しています★ 

9:15～10:00、10:15～11:00 

※前後半入替制です。要事前予約（3 組まで） 

事前登録・予約は「アイン栗平保育園 すくすく日記  

ちいさなくりの木」で検索してください！ 

 

13 日（火）Kid’s room みらいっ子 2 階 

親子で遊ぼう『みらいっ子くらぶ』予約 

「お世話になった方やお友だちに手紙を書こう」 

「７･８･９月生まれのお祝い」 

10:00～12:00 ※はがき代（1 枚）として、６３円をご用意下さい。 

15 日（木）川崎市上麻生保育園 

かみあさお かっぱ広場（オンライン） 

保育園 de もぐもぐげんきっこ予約 

・親子ふれあい遊び・保育園紹介 

・栄養士から大人からのとりわけ離乳食について＆質問コーナー 

10:00～10:40  対象年齢：0～3 歳 

 
20 日（火）川崎市高石保育園 

いちごハウス（オンライン）予約 

食事の講座と保育園紹介～栄養士に聞いてみよう～ 

14:00～14:30 

 
27 日（火）Kid’s room みらいっ子 2 階 

親子で遊ぼう『みらいっ子くらぶ』予約 

「みんなで楽しくおしゃべり会」 

「身体測定」 

10:00～12:00 

 

27 日（火）川崎市白山保育園 

オンラインではくさんポンポコ広場予約 

親子で体を動かして楽しめる遊びと白山保育園の保育の様子を 

紹介します。 

10:00～10:30 

 

10 月 1 日（土）アスク柿生保育園 

いっしょにあそぼ！予約 

保育園のお部屋で、おもちゃで遊びましょう。 

手形スタンプをして簡単な製作あそびも楽しみましょう♪ 

※手形スタンプの製作をご希望される方は、汚れても良い服を来て、 

お越しください。 

10:00～11:00  対象年齢：3 歳まで 

 

室内開放 

毎（月）（金）川崎市白山保育園 

ぽんぽこルーム開放予約 

雨の日、暑い日の遊び場として、ハイハイ期の 

赤ちゃんも安全に遊べます。 ※１日３組まで 

9:30～11:00 対象年齢：3 歳まで 

園行事の参加 

9 日（金）はじめの一歩保育園 

お月見の集い予約 

みんなで歌を歌ったり、保育士からの楽し

い出し物も企画中です。 9:30～10:00 

※園庭で実施予定。 

雨天時は中止とさせていただきます。 

こども未来局 

保 育 事 業 部 

17 日（土）10:00～15:00 

麻生子育てフェスタは、親子で楽しめる催しが盛りだくさんの子育て世代を応援するイベントです。麻生区内保育所等や地域子育て支援センターの 

紹介パネル展示をします。ぜひお子さんと一緒に、遊びにきてください。 

「麻生子育てフェスタ」遊びにきてください！ 

             

  

 
  

くろかわのぞみ保育園 はるひ野 4－７－１ 月～金 
9:30～12:00 

13:00～15:00 
不要   

川崎市上麻生保育園 上麻生 7－2－35 
月・火・木・金 

水 

１２:３0～1４:３0 

１１:00～１４:３０ 
必要 

気温が３５℃以上もしくは 

暑さ指数が３１℃以上（ＷＢＧＴ）の場合は中止 

川崎市白山保育園 白山４－２－１ 月～金 11:30～14:30 不要 
屋根付きピロティでシャボン玉遊びができます。 

気温が３５℃以上もしくは暑さ指数が 31℃以上の場合は中止 

川崎市高石保育園 高石１－14ー15 月～金 13:30～14:30 必要 

電話にて予約受付します。参加人数１日５組まで。暑さ指数

が高く戸外遊びが危険な場合は予約日の変更をお願いするお

電話させて頂きます。 

ルミエール幼稚園 百合丘２－1３－１ 

月～金 

月・火・木 

水 

9:00～10:00 

14:00～17:00 

11:30～17:00 

不要   

百合ヶ丘めぐみ幼稚園 百合丘 1-12 
15 日（木） 

22 日（木） 
9:30～11:00 不要 

雨天中止 

中止の場合 HP に８：４５までに掲載 

王禅寺しらゆり保育園 王禅寺東 5-3-53 
6 日（火） 

20 日（火） 
13:30～15:00 必要 雨天実施 

白鳥保育園 白鳥１－17－２ 月～金 10:00～12:00 不要 雨天中止 

Kid’s room みらいっ子 細山 2-10-7 
7（水） 

21（水） 
10:00～12:00 不要  

はじめの一歩保育園 上麻生 7-41-5 土 9:30～11:30 必要  

※予約マークのついているものは、直接園にお問合せください。掲載園の問合せ先は、下部 QR コードからアクセスしてください。 

※感染症流行時の各施設でのイベント等の実施の可否や参加にあたっての注意事項等、詳細については事前に各園にお問い合せください。 
※年齢設定の無いものは、０歳～就学前の対象となります。 

 

園 庭 開 放 

絵本貸出 

川崎市公立保育園 

白山保育園 上麻生保育園 高石保育園 

保育士が選んだ絵本セットの貸出しをします。

手作りおもちゃキットのおまけつきです！ 

月～土 10:00～15:00 予約 

 

にじのそら虹ヶ丘保育園 予約 

おすすめ絵本 3 冊セットを貸し出します。保育園

のインターホンを押し、「絵本を借りに来ました」

とお伝えください。 

予約は 9:00～17:00（土曜日はお休みです） 

王禅寺しらゆり保育園 予約 

保育士が選んだ絵本セットを貸出しま

す。親子でできるわらべうたあそびをご

紹介します。 ※事前に電話での予約を

お願いします。 

月～金 10:00～15:00 

＜子育てアプリ～ご活用ください～＞ 

街の育児情報を集めたり、予防接種の管理やお子さんの成長記録も

簡単にできます。地域とつながる、安心の子育てアプリです。 

Android ios 

 

 

 

 

＜掲載園の問合せ先はこちらから＞ 

麻生区内の保育所等・幼稚園・認定こども園

の問合せ先（住所や電話番号）の一覧です。 

 

この紙面についての問合せ：こども未来局保育事業部麻生区保育総合支援担当  

はばたけあさおっこ 

QR コードはこちら 

TEL：044（965）5220  FAX：044（965）5207 

ＨＰへはＱＲコードまたは川崎市のホームページより 

はばたけあさおっこと検索してください 

https://www.city.kawasaki.jp 

 ＜子育てなんでも聞いてみよう！＞ 

ちょっと誰かと話したい時、誰かに聞いてもらいたい時、気軽に相談してみません

か？電話は平日 9:30～17:00、相談専用フォームは２４時間受け付けています！ 

※フォームからの相談は、すぐにお答えできない場合もあります。 

川崎市白山保育園 川崎市上麻生保育園 

川崎市高石保育園  

麻生区保育総合支援担当で受付中！  

 

QR コード 

はこちら→ 

 

https://www.city.kawasaki.jp


    
 
 

 

朝１番の白鳥保育園の第２園庭は虫たちの休憩所。そっと足音を忍ばせて木陰に行くと 

子どもたちでも上手にセミを捕まえられるようになってきました。 

まだまだ残暑厳しい時期です。皆さんも体調を崩さないように気をつけてくださいね。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

白鳥保育園 

R４年９月号 

川崎市麻生区白鳥 1-17-2 

９８７－８２０６ 

１歳くらいになると指先を使うことで様々な感覚を養っていきます。 

小麦粉粘土や寒天遊びなど小さなお子さんが誤って口に入れても大丈夫な 

食材を使って感触遊びをしてみませんか？ 

９月８日（木）９：４５～１０：１５ 
（前日までに要予約・感染状況によっては中止） 

「感触遊び」のレシピを裏面にプリントしてあります。 

お家で作って遊んでみてくださいね。 

※小麦粉のアレルギーがあるお子さんは 

小麦粉を使った感触遊びはやめましょう。 

保育園☆見学  

今年度の保育園見学は園内への大人の立入を制

限しているため下記のように実施いたします。 

毎月 1 回 土曜日の午前中 

参加は各家庭おひとり 

事前に見学会の日程を電話で確認の上 

ご予約ください。 

来園に際し玄関での検温・マスク着用 

手指消毒にご協力ください。 

 

日程が合わず見学会に参加できない場合、保育

園の HP に施設のご案内・保育についての 

資料をアップしていますので 

お読み取りください。 

http://www.yukyukai.jp/shiratori/ 

 

ぷちぷち  

９月のぷちぷちはお休みします。 

野菜の収穫  

ぷちトマト・ピーマン・ナスが 

実っています！時々、収穫しに来て

くださいね。遊ぶには暑い日もお野

菜だけ収穫するのも OK です☆ 

植えた人も植えてない人 

もどなたでも大歓迎！！ 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

材料 片栗粉 １ ：水 ２ 

片栗粉一袋を洗面器のような入れ物に入

れ、水を足します。 

トロッとしたら出来上がり！！ 

ままごとのコップやスプーンなどで遊ん

でもいいし、直接触って感触を楽しんでも

GOOD！ 

とろとろ片栗粉 

片栗粉じゅれ 

小麦粉ねんど 

フィンガー★ペイント 

かんてん 
材料 水５００ｃｃ 片栗粉大さじ２弱 

片栗粉大さじ２を５０ｃｃの水に溶き、お

鍋で沸騰したお湯に入れる。弱火でとろっ

とするまで煮詰めます。 

できあがったら火を止め冷まします。 

冬は少し温たためてもいいし、夏は冷蔵庫

で冷やして遊ぶと気持ちいいですよ。 

材料 小麦粉カップ１ 油 大さじ１  

水５０ｃｃ 

市販の小麦粉ねんどをお家で作れます。 

小麦粉一袋に少しずつ水を加え、パン生

地の固さにします。 

いくつかのかたまりに分けて、それぞれ

食紅を使って着色しても楽しいですよ。 

 

材料：水１リットルに小麦粉大さじ５ 

小麦粉を水に溶き鍋に入れ弱火で煮詰めます。

半透明になったら完成。冷ましてから遊びます。 

初めは指で！！慣れてくるとボディペインティ

ングも出来ます。お家でやる時は滑らないよう

にし、裸で汚れてもいいようにお風呂場でやる

といいでしょう。 

食べるときと同じ要領で作ります。 

水３００ｃｃを火にかけ粉寒天２ｇを

煮溶かします。型に入れて冷やし固める

だけ。ジュースを混ぜたり食紅を使って

着色しても楽しいです。コップですくっ

たり手で感触を楽しんだりしてみてく

ださい。 

ここで紹介した感触遊びは手先の感覚が発達

し始める１才～ぜひ試してもらいたいお家で

できる遊びのひとつです。手指を使うと頭が
よくなると言われているのは、脳の前頭連合
野を使うため。脳の発達に最適な感触遊びで、
たっぷり手指を使いましょう。 

そして何より、まだなんでも口に入れてし
まうのもこの年齢。添加物のない口に入って
も大丈夫な素材を使ってあげられるのもうれ
しいですよね︕︕ 

白鳥保育園 

遊び終わったら、寒天や小麦粉粘土は集めてゴミに、 

片栗粉や片栗粉ジュレは水で薄めて流しお片付けしましょう。 

暑い夏は、しっかり冷蔵庫で冷やして遊ぶとひんやりして気持ちがいいですよ！ 

 

http://www.yukyukai.jp/shiratori/

