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子育てネットワークハスダ

地域に密着した子育て情報いっぱい！ 

 

特 集 ステイホーム

       みんなのエピソード

◆近隣の幼稚園情報

◆myふぇいばりっと「み～つけた！」



Episode

6
新型コロナで外出自粛の意味を子供
達に理解して貰う事がなかなか出来
なかったこと。それで、いつも一緒
に行っていた買い物など、パパが居
る時に1人で行こうとすると下の娘に
は毎回玄関で泣かれたり、中々行か
せて貰えなかった。

しんどかった事

Episode

5
子供たちの宿題を見なくちゃ
いけなかったのが大変でした。
勉強させるのはあきらめまし
たってママも多数･･･

宿題!

Episode

4
家族みんなで楽しみながら⾧
縄やったり、フラフープの練
習してたら子供たちが出来る
ようになりました。

上達したよ

Episode

3
四六時中子どもと一緒な
ので、怒りの沸点が異常
に下がりました。

怒りの沸点 !?

Episode

1
毎日子どもと散歩して、
車からでは気付かなかっ
た穴場や散歩道、新しい
公園などの開拓ができ
た!

お散歩!

Episode

2
在宅勤務のおかげで、パ
パと子どもの時間が増え
ました。公園へ行っても
パパさんが多かったです
ね。

パパと過ごす

ステイ

みんなの
*********************************************************

「はじめて」の
「はじめて」の

はじめてづくしの毎日、

はすだの



Episode

緊急事態宣言は解除されましたが、新型コロナは身近なものとなっています。
日常生活では感染拡大防止をするため人とのキョリが求められ、子育ても今までのよう
にはいかなくなってしまいました。
子どもの社会性は育つのだろうか…、子育ての不安はどう解消したらいいのだろうか…、
それでなくても悩みの多い子育てを自分だけで抱えやすい状況になっています。

ネットの情報では自分にピッタリ合うものを探すのは難しかったりするけれど、人に
話すと「自分は母親失格かも」という不安やうしろめたさを感じ取ってもらえ、それだ
けで安心できることもあります。信頼できる人を探すのも今の状況ではタイヘンかも
れませんが、「誰かに話す」ことを心がけてみてはどうでしょうか?

センパイより

ステイホームのその後．．．

Episode

7
一日中「ママ～」と呼ばれ
続けて、いつもは嬉しいこ
とだけどママと呼ばれるこ
とに恐怖を感じた。

「ママ～～」

Episode

10
世間が自粛で時間がゆっく
り流れているような、あっ
という間のような…気が付
けば赤ちゃんが伝い歩きで
きるようになっていました。
(*^^*)

成⾧してます。

Episode

8
親子でお菓子作りを楽し
みました。そして、親子
でコロナ太りしてしまい
ました。

コロナ太り

Episode

9
子ども達と私だけならまだ
良いが、パパがいると朝昼
晩とご飯をしっかり作らな
ければならなく、台所から
離れられない💦

三度の食事
ホーム

エピソード
*********************************************************

緊急事態宣言
ステイホーム
どんなことがありましたか？



◇ 蓮田近隣のようちえん ◇

名　称
住　所

電話番号
定員 保育時間

預かり保育
(延長保育)

給 食 費用の目安
未就園児

向けクラス

<蓮田市>
大山幼稚園

蓮田市閏戸4034
048-766-5484

350 9:00～14:00
14:00～17:30

春夏冬休み預かり有り
月　火　水

バス代　3,000円
その他は園にお問合せください

うさぎクラブ
年６回

くろはま幼稚園

蓮田市黒浜980-2
048-768-1083

280 9:40～14:00

17:00まで
夏休み預かり有り

（9:00～17:00）*令和2年度
に限り夏休み預かり無し

希望による
300円×日数

バス代　2,500円　母の会費
450円/月　教材費　7000円×
年3回　冷暖房費　3,000円×
年2回　肝油代　100円/月
絵本代　400～460円/月

親子ふれあい教室
前期５回開催
後期開催予定

新宿幼稚園

蓮田市西新宿5-92
048-769-4101

175 8:30～15:00
8:00～8:30　15:00～18:00

春夏冬休み預かり有り
火～金

310円×日数

バス代　2,500円/月
冷暖房費　600円×年7回
施設整備費　9,000円/年

わくわくキッズ
年数回

蓮田幼稚園

蓮田市関山3-2-27
048-768-0219

240 8:30～14:00
8:00～8:30  14:00～17:30

夏季保育中預かり有り

希望による
320円×日数

牛乳97円×日数

バス代　2,000円/月
母の会費　1700円×年3回
教材費　5,000円×年3回
冷暖房費　3,000円/年

なし

<さいたま市岩槻区> 　

河合幼稚園

岩槻区平林寺418-5
048-756-4866

280 9:30～13:30
6:50～8:30  14:00～18:50

春夏冬休み預かり有り
月～金

374円×日数

バス代　3410円/月
父母会費　　550円/月
絵本代　400～460円

保育費無償化差額2300円/月

カリメロ教室
体操(9回/年)
リズム(7回/年)
英語(8回/年)

宝国寺幼稚園

岩槻区鹿室286-1
048-794-7711

260 9:00～15:00
8:00～9:00   17:30まで
春夏冬休み預かり有り

(8:00～17:30)

月～金
(月1回弁当)
300円×日数

  父母の会費　600円/月
冷暖房費　450円/月

ぴよぴよクラブ
(月2回、今年度は中止)

ひよこクラス
週3日、5日ｺｰｽ(応相談)

<伊奈町> 　

伊奈栄幼稚園

伊奈町小室2,201
048-722-5601

240 8:00～15:00
7:30～8:00　15:00～18:00

春夏冬休み預かり有り
月～金

270円×日数

バス代　3,000円/月
父母会費　600円/月

冷暖房費　2000円/年2回
絵本代　400～440円/月

親子参加型のプレ保育です
いちごクラブ（週1～2回)
にこにこキッズ（月2～4回）

◇ 認定こども園◇ 
名　称
住　所

電話番号
定員 保育時間

預かり保育
(延長保育)

給 食 費用の目安
未就園児

向けクラス

＜蓮田市＞
認定こども園
しらゆり
蓮田市御前橋1-5-5
048-768-1800

325

月火木金：
9:00～14:00

水：
9:00～13:00

7:30～8:30
14:00～16:30
16:30～18:30

土曜・春夏冬休み預かり有り

月　水　金
430円×日数

バス代　3,300円/月
母の会費　700円/月

その他は園にお問合せください

未就園児体験教室
（参加費無料・月1回）

２歳児クラス
（週1～5日）

 

＊保育園をご希望の方は、蓮田市保育課にお問合せください。

10/15～来年度願書
募集要項配布 11／1～願書受付

問い合わせ・見学
（願書、募集要項などをもらう）

入園までに何がある？
（一例です）

入園説明会



　 見学又は参加できる行事
アレルギー

対 応
習   い   事 園からひとこと

入園説明会　7月10日・9月9日
・9月18日・10月14日

新入園児お招き会 (12月9日)
個別に相談

学研、ピアノ、体操、チア
リーダー、習字、英会話

自ら伸びようとする「子どもの芽」を大切に育み、
明るく元気よく意欲と思いやりの心を園生活の中、
心がけています。

公開保育日10月13日・14日・15日
満3才児の相談、質問は随時

運動会10月9日(金)

アレルギー用
給食有

体操クラブ、野球クラブ、
イングリッシュクラブ

のびのびと過ごせる環境の中で全職員が全園児の成
長を見守っていく、明るく楽しい幼稚園です。週に
1回英会話教室。

見学は10月後半（午前中）
事前に連絡をください。

運動会（10月）・お遊戯会（12月）
今年度は見学不可

個別に相談 体操クラブ
「健康な体の育成」を発達の基礎と考え、積極的に
運動を取り入れています。ホームページもみて下さ
いね。

見学随時　元気っ子大会（今年度中止）
運動会・公開保育・お遊戯会・作品展

（今年度未定）
個別に相談

体操、バレエ、新体操、
サッカー

元気よく遊び、遊びの中からバランス感覚を養い、
家庭にはない役割を担うことを心がけています。
http://hasuda.ed.jp/

水泳、英会話、体操、

見学と説明会は、午前は年7回、午後は年間
を通して15:00～16:00の間で行っています。

(要予約)
有

ピアノ、書き方、サッ
カー、ピノキオ(石井式国
語教室)、空手、ダンス、

公文、バレエ

「豊かな教育設備環境の中で、のびのびと子供自身の
力を育んでいく」・・・それが私たちが提唱する「子供第
一主義」です。

入園予定者見学会　9月16日・17日（予約不
要）上記以外見学希望の方は、電話連絡を

お願いします。

アレルギー対
応給食有

英語、ピアノ、体育、
サッカー、新体操

仏教的情操教育を基本とし、子どもの心と体の調和
のとれた発達を図り、健全な心身の基礎を養う教育
を行っています。

公開保育（9・10月）運動会（10月）
園内見学は、お電話にてご予約下さい。

個別に相談
（アレルギー

給食有）
スポーツクラブ、英語

自然とふれあい豊かな環境の中で心身共に大きくのびの
びと育て、子ども達一人一人の個性を大切にし「伸びる
可能性」をみつける幼稚園です。広い園庭で元気いっぱ
い遊びましょう！★満３歳児入園随時募集中！

　　見学又は参加できる行事
アレルギー

対 応
習   い   事 園からひとこと

入園説明会は8月31日・9月24日
園見学は個別対応いたします（随時）
しらゆりの園生活についてお話をいたし

ます(要予約)

個別に相談
体育クラブ、

サッカークラブ、
大教スイミング

子ども達の健やかな成長を願い、豊かな環境の中で
たくさんの行事を通して先生やお友達と関わり、豊
かな心を育みます。

☆各園からいただいた令和２年度の情報を掲載しました。ご協力ありがとうございました。
☆情報は変更になる場合もあります。詳細は各園にお問い合わせ願います。

（み～つけた通信　2020年8月発行　ＮＰＯ法人ファイブ・ピース）

教材等購入体験入園制服・バック等購入




