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親子で
リトミック
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おおやけ茶寮
＆きっずシネマ
10:30〜12:00
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紙芝居
10:30〜11:00
★保育士

10:00〜12:00

ママの参加も歓迎します!
★きっずるーむおおやけ
および、おおやけこども園園庭
★午後はフリー
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園庭であそぼ
11:00〜12:00
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フリー

ミニSLに乗ろう
11:30〜12:00

職員研修のため
15:00で閉館します｡
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★要予約
★午後はフリー

7日の代わりに
開館します｡
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受付
＆フリー

★要予約
★午後はフリー

みんなで踊ろ
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★保育士
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お休み
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体育の日
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水

子育て相談
受付
＆フリー

★午後はフリー

mail：love@ooyake.net

28

パパcafe

大阪のパパcafe
メンバーがやってくる

★要予約

10:30〜12:00
★要予約
★午後はフリー

31

30

フリー

ハロウィンの
お楽しみ
10:30〜11:00

10月の予定表

★保育士

★お車でお越しの際は、なるべく東側駐車場をご利用ください｡
★7日(土)は、運動会(9月23日)の代休のため休館となります。代わりに11日(水)を開館いたします。
★21日(土)は、職員研修のため15:00に閉館となります。

mama s cafe
ママ同士の悩みなどを共有しながら、
カフェタイムを楽しみましょう。

(1組100円)

申込方法

お電話での

アレルギー
お申し込みは､
①｢きっずるーむ おおやけ｣に直接お越し
●日時／10月12日(木) 10:30〜12:00
がある方は
受け付けして
いただき、お申し込みください。
いません｡
●場所／きっずるーむおおやけ
申込時にお知らせ
②メールでお申し込みください。
●対象／未就園児とお母さん(定員10組)
ください｡
申込専用メールアドレス banana@ooyake.net

●事前に右記のいずれかの方法で
お申し込みください。
＊申込受付開始日／10月3日(火)〜

★携帯電話は切るか、マナーモードにしてください。
また、電話をかけたり、メールをする際は部屋を出てお願いします。
★お子さまと一緒に利用し、責任を持ってお子さまを見てください。
★お子さまだけを預けての退室はしないでください。

＊件名にイベント名を必ず記載してください。
＊本文に、保護者の氏名、お子さんの名前・年齢(○歳○カ月)、
電話番号、食物アレルギーの有無を記載して送信してください。
＊後日、申し込み受け付けのメールを返信いたします。
＊メールでのお申し込みは、開始日の午前10時以降から
受け付けいたします。

★危険がないようお子さまをお見守りください。
★ゴミは各自お持ち帰りください。
★みんなが使うおもちゃです。大切に使いましょう。
みんなが気持ちよく過ごせるように、お部屋はきれいに使いましょう。

ランチタイム(12:00〜13:00／月・土曜日 きっずるーむおおやけ、火･水･木･金曜日 大宅児童館)、おやつタイム(14:30〜15:00)の時間をお守りください｡
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電話・メール・来園での子育て相談を随時受け付けています。お気軽にご相談ください｡

檀ノ浦公園であそぼ

(無料)

お弁当を持って檀ノ浦公園へ出かけましょう。
●日時／10月2日(月) 11:00 きっずるーむおおやけ前集合
→徒歩で檀ノ浦公園へ →13:00 現地解散
●場所／檀ノ浦公園(マツヤスーパー 大塚店近く)
●対象／未就園児と保護者
●持ち物／お弁当、お茶など

親子でリトミック

(無料)

親子でリトミックを楽しみましょう。
●日時／10月16日(月)
1歳〜2歳 10:20〜11:00(定員15組)
2歳〜3歳 11:15〜12:00(定員15組)
●場所／おおやけこども園 3階ホール
●対象／未就園児と保護者
●講師／名取明子(リトミック研究センター京都支局インストラクター)
●動きやすい服装でお越し下さい。
●事前に下記の方法でお申し込みください。
＊申込受付開始日／10月2日(月)〜

園庭であそぼ

大阪のパパcafeメンバーや橘大学助教の濱田先生と一緒に、ケーキ
を食べながらパパ会を楽しみましょう。こども園でお子さんをお預
かりしますので、お子さん連れでもお気軽にご参加ください。
●日時／10月28日(土) 10:30〜12:00
●場所／おおやけこども園
●対象／未就園児または在園児のお父さん(定員8組)
●事前に下記の方法でお申し込みください。
＊申込受付開始日／10月14日(土)〜

子育てを楽しくするコツ(子どもに伝わる ほめ方･叱り方) (無料)
子どものほめ方・叱り方についてお話します。
●日時／10月30日(月) 10:30〜11:30
●場所／プチアンジュおおやけ 2階(おおやけこども園隣)
●対象／未就園児と保護者(在園児の保護者も可)(定員20組)
●講師／竹本久美子
●事前に下記の方法でお申し込みください。
＊申込受付開始日／10月23日(月)〜

高校へお弁当を持って出かけよう

(無料)

園バスに乗って東陵高校へお出かけ。お兄さん、お姉さん達と一緒に遊びましょう。

おおやけこども園の園庭を開放します。
●日時／10月20日(金) 11:00〜12:00
●場所／おおやけこども園 園庭
●対象／未就園児または在園児と保護者
★園庭への出入りはこども園西門(きっずるーむの前よりお願いします｡
★ヒールの靴、ベビーカーでの園庭への立ち入りはご遠慮ください。
★園庭でのご飲食はご遠慮ください。

おおやけ茶寮＆きっずシネマ

(1組100円)

乳幼児向けの短い映画を楽しんだ後、お茶会を楽しみましょ
う。(お子さん用のおやつも用意しています)
●日時／10月23日(月) 10:30〜12:00
●場所／プチアンジュおおやけ 2階(おおやけこども園隣)
●対象／未就園児と保護者(定員10組)
●事前に下記の方法でお申し込みください。
＊申込受付開始日／10月12日(木)〜

ミニＳＬに乗ろう

パパcafe(大阪のパパcafeメンバーがやってくる) (1人300円)

(無料)

人気のミニＳＬに乗りに来てね。

●日時／11月2日(木) 10:00 おおやけこども園に集合
→園バスに乗って東陵高校へ →13:00頃 園に戻り解散
●対象／未就園児と保護者(定員15組)
●持ち物／お弁当、お茶など
●事前に下記の方法でお申し込みください。
＊申込受付開始日／10月19日(木)〜

スカイバスに乗ってドライブしよう (1組500円)
屋根のない明星観光のスカイバスに乗って、秋の景色を眺め
ながらドライブしましょう。(乗車時間約1時間)
●日時／11月10日(金) 10:00 おおやけこども園に集合
●対象／未就園児と保護者(定員15組)、地域の高齢者
●協力／大宅民生児童委員協議会
10:00より
●事前に下記の方法でお申し込みください。 前のお申し込みは
＊申込受付開始日／11月1日(水)10:00〜 無効となります｡

申込方法

事前申し込みが必要なイベントは、
下記のいずれかの方法でお申し込みください。

①｢きっずるーむ おおやけ｣に直接お越しいただき、お申し込みください。
②メールでお申し込みください。
お電話での
申込専用メールアドレス banana@ooyake.net お申し込みは､
＊件名にイベント名を必ず記載してください。
受け付けして
いません｡
＊本文に、保護者の氏名、お子さんの名前・
年齢(○歳○カ月)、電話番号、イベントによっては
食物アレルギーの有無を記載して送信してください。
＊後日、申し込み受け付けのメールを返信いたします。
申込後、イベントに参加できなくなった場合は、
＊メールでのお申し込みは、開始日の午前10時以降
おおやけこども園(☎581-6879)までお電話でご連絡ください。
から受け付けいたします。

●日時／10月27日(金) 11:30〜12:00
●場所／おおやけこども園 東側駐車場
●対象／未就園児と保護者(定員20組)
●事前に下記の方法でお申し込みください。
＊申込受付開始日／10月20日(金)〜

