
≪令和 5 年度 菩提幼稚園のニコニコランド募集用紙≫ 
菩提幼稚園で先生やおともだちと楽しく遊びませんか?幼稚園に来て、たくさんのおともだち

と色々な体験をして楽しいひとときを過ごしましょう！ 

菩提幼稚園に入園をお考えの方で 0,1,2 歳(2020.4.2 生まれ以降～)さんを対象にしたものに

なっています。たくさんのちびっこちゃんたち、遊びにきてくださいね！   

なお、保護者同伴での参加になりますので、万が一事故等がありましても責任は負いかねます。 

ご了承ください。  

✿募集人数 ３月２７日（月）～10 時以降先着順     

          ・クッキー組(２歳児)   ３０名程度 (2020.4.2～2021.4.1 生まれ) 

・プリン組(０・１歳児)  ３０名程度 (2021.4.2 生まれ以降～) 

   ✿費用 : ・１０００円 (年間の材料費) 

        ・名札代２２０円 (こども１２０円 大人１００円) 

           ※名札はクッキー組の２歳児の親子のみ                   

✿場所：お遊戯室または園庭、またはランチルーム 

   ✿日時：基本的に木曜日    ・クッキー組   １０：００～ 

                 ・プリン組    １１：００～ 

   ✿持ち物：レジ袋(履物を入れるため)・水筒・タオル・出席カード 

名札(2 歳児のみ購入)・室内履き(2 歳児のみ、※外履きはご遠慮ください) 

【注意事項】・お車でのご来園はご遠慮ください。 

・自転車は、幼稚園 正門向かい側駐輪場にとめてください。 

・当園には送迎バスはありませんので、ご了承ください。 

 

【お問い合わせ】  幼保連携型 認定こども園 菩提幼稚園まで  住所(堺市東区菩提町１丁 26 番地)   

ＴＥＬ(072-286-1871)   ＨＰ( https://www.matsumotogakuen.ac.jp ) 

………………………………………………………キリトリセン…………………………………………………… 

※ニコニコランド申し込み用紙(年間費用と一緒に幼稚園にご提出ください) 

ふりがな                        

 

お子さまの名前 

性別   男児・女児 受付番号(園で記入) 

生年月日 

   年   月  日生    満   歳 

保護者名 

 

対象のクラス(○をつけてください) 

クッキー組（２歳児）・プリン組（０・１歳児） 

住所 〒 電話番号 

 携帯番号 

お家での呼び方 入会年月日  

令和    年   月   日入会   年目 

 

…………………………………………………………キリトリセン……………………………………………………… 

領 収 書 

            円   領収いたしました  

令和５年  月  日       幼保連携型 認定こども園 菩提幼稚園 

☆毎日開催 園庭開放☆ 

(ニコニコランドの登録は不要です。) 

  11時～12時 

  （雨天中止） 

 平日・土曜日の行事のない日 

https://www.matsumotogakuen.ac.jp/


年間予定表 

日程 対象 内容 

4 月１３日(木) 全員 １部制 １０時～１１時のみ 園庭開放(自由に園庭で遊ぶ) 

4 月２７日(木) 全員 2 部制  たくや先生・リズム遊び 

5 月１８日(木) 全員 １部制 １０時～１１時のみ 園庭開放(自由に園庭で遊ぶ) 

5 月２５日(木) 全員 ２部制 たくや先生・風船遊び 

6 月１５日(木) 全員 2 部制  制作遊び(シール遊び) 

6 月２９日(木) 全員 ２部制 (持ち物：新聞紙 １日分) たくや先生・新聞遊び 

7 月１３日(木) プリン組のみ  1 部制 １０時～１１時のみ(持ち物：水着) れいこ先生のお話・プール遊び 

7 月２７日(木) クッキー組のみ １部制 １０時～１１時のみ(持ち物：水着) れいこ先生のお話・プール遊び 

8 月 ３日(木) 予約制１部制 ３０人(７/1２受付開始)       感触遊び 

8 月２４日(木) 全員 ２部制 制作遊び(うちわ作り) 

9 月 ７日(木) 全員 ２部制 たくや先生・運動会ごっこ 

9 月１４日(木) クッキー組のみ １部制 １０時～１１時のみ たくや先生・パラバルーン遊び 

10 月 1２日(木) 全員 1 部制 10 時～11 時のみ みその先生・発達相談座談会 
絵本の読み聞かせ・パネルシアター 

10 月２６日(木) 全員 １部制(仮装可) １０時～１１時のみ ハロウィンパーティー 

11 月 ２日(木) 全員 ２部制  制作遊び(作品展のお土産袋) 

11 月２５日(土) 全員 １０時～１１時のみ 作品展 

12 月   ７日(木) プリン組のみ 予約制 ㋵２０人 (11/1 予約開始) あやこ先生・ベビーマッサージ 

12 月 2１日(木) 全員 ２部制 たくや先生 クリスマス会(楽器遊び) 

 1 月 1１日(木) 全員 ２部制 (持ち物：タオル１枚) たくや先生・タオル遊び 

 1 月 2５日(木) 全員 ２部制  凧揚げ制作・凧あげ遊び 

 2 月   １日(木) 全員 1 部制 １０時～１１時のみ たくや先生・豆まき・園庭遊び 

 2 月２２日(木) 全員 1 部制 １０時～１１時のみ 園庭開放(自由に園庭で遊ぶ) 

 3 月 ７日(木) 全員 2 部制 たくや先生・器具遊び 

 3 月２１日(木) 全員 ２部制 制作遊び・修了式 

備考 ・１部制…10 時～クッキー組、プリン組 

・2 部制…10 時～クッキー組・1１時～プリン組    

※予約の回 

・8/３ (木)→7/1２(水) 10 時～予約開始 

・10/1２(木)→11/1(水) 10 時～予約開始 
※園庭開放の回は、雨天中止となります。ご了承ください。 

・たくや先生(体操の先生) 

・れいこ先生(看護師) 

・みその先生 

(キンダーカウンセラーの先生) 

・あやこ先生 
(ベビーマッサージの講師の先生) 

６月 1５日(木)…(クッキー組)入園希望届出書配布・説明会(ニコニコランドの後)⇒提出 ６月２９日(木)まで 

・当園ではホームページ内でニコニコランドの様子を写真つきで紹介させていただいております。 

お子様のお顔が写ることに抵抗がありましたらお申し出ください。撮影の際、配慮させていただきます。 

・台風などの諸事情によってニコニコランドが中止になる場合は、ホームページまたは、正門前の掲示板にて貼り出します。 

・園児の保育を妨げるような行動はご遠慮願います。 

 ✿満３歳児 説明会 

・令和５年度入園：若干名空きあり 

【対象者】2020.4.2～2021.4.1 生まれ 

 

・令和６年度入園 

【対象者】2021.4.2～2022.4.1 生まれ 

 

① ４月１５日（土）１０時～ 

② ６月１５日（木）１０時～ 

お待ちしています♪ 

 


