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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

◆蓮田近隣のようちえん・

　　　　　　　　　　　　　認定こども園

◆楽しい子育て情報「み～つけた！」

子ども連れ OK の習い事



子どもと一緒に！
ママのリフレッシュやスキルアップ
子ども連れOKの習い事

　蓮田市近隣で子どもの習い事＆子連れOKの習い事を知りたい！
というお声をいただいて編集部が体験などして情報を集めてきました！
　蓮田市内はもちろん近隣の市町村でできるものも♪
下の子がいるから自分の習い事はきびしいなあー
コロナでなかなかお出かけしにくいし子も親もお友達と交流もできないなあ
忙しくて自分のリフレッシュなんて…なママさんも行ける習い事を見つけて
リフレッシュ＆お友達との交流＆スキルアップしてみませんか！？

女性のためのヨガ

!

ヨガ×コーチングchealthy
　ご自宅でヨガサロンをされているちえさん。
お子さんと一緒にやるママヨガやベビーヨガなどコ
ースも様々！
　編集部員はお隣ページのパン教室の先生とのコラ
ボ企画に参加して焼き立てパンレシピ＆デリ付きの
体験ヨガへ！2時間ちょっとでリフレッシュ！！！
ママさん達の身体や子育て、生活の悩みなども聞い
てくれる素敵な先生です♪
　お子さんと一緒に行けたらいいなあ…！お子さん
がいても自分が体を動かしたい！！とウズウズして
いるママさん、ちえさんのお教室へ！

カラテ教室
極真館　見山道場

スタジオginger 東大宮
東大宮駅前徒歩1分！
　人生一度はやってみたかったエアリアルヨガ、ポー
ルダンス、KーPOPダンス等が子連れでできます。
　今はエアリアルレッスン一月受け放題がお得！　　
なんと0歳児から同伴OK！保育士在住クラスはフラ
ンス人講師兼保育士のスティーブ先生が子供たちと
遊んでくれます♪
　キッズコースもジャズダンス.エアリアルなども充
実！運動不足を解消したい方必見！

ママさんバレーボール
ちゃいるど.べる

　体を動かしたいけど動かす場所がな
い…何かでストレス発散できないかな
～と思っている方、一緒にいい汗流し
ませんか？ママ同士交流しながら皆ん
なでバレーボールしましょう♪
　体育館でお子さんも皆んなで一緒に
面倒を見ながら楽しく活動できます♪ 

　見山道場さんは3歳から大人まで
通えるレッスンが充実していますが
土曜日の午前中に親子で一緒にレッ
スンを受けられる予約クラスがあ
ります。(先着20名)
　しかも親子で入会するとお得で
土曜日はパパママどちらでもレッス
ンが受けられるそう！
　コロナ禍でも密にならないよう
自宅と道場とを繋いでオンライン
レッスンも実施されています！
　子どもも大人も礼の精神に触れ
背筋がスッと伸びる気持ちの良い
時間でした！！

〈練習日〉毎週木曜日　19:00～21:00
〈場所〉蓮田市立黒浜小学校　体育館
※見学の際は下記にお電話を

✨

　　　048-769-0841(石井)

@

studio GINGERで検索！

営業時間
10:00-22:00／不定休
メール:studio.ginger02@gmail.com

お問合せは
048-764-6363
kyokushin@miyama-dojo.com

　

特集の

親子で入会すると
2人で杉。。 。 。

。



パン時々お菓子の教室　あきパン
　丸ヶ崎交差点から車で5分！ご自宅
でパン教室をされているMieさんのお
教室は子ども連れでも気兼ねなく行け
るパン教室です！中でも編集部員Sオ
ススメは「米を炊くように焼く」『お
うちパン』
　子育てしながら自宅で手作りパンな
んて！と思っているママさんパンを焼
くことへのハードルが下がってどんど
ん上手になりますよ♪美味しい昼食付
きの素敵なお教室です！

※コロナウィルス等の影響でお教室の内容等
が変わっていることもあります。
　気になったお教室の詳細はお問合せを！
ブログやインスタグラムなどもチェックして
みてくださいね✮ 
　み～つけた通信のインスタグラムアカウン
トでは今後もこうした情報を集めて更新して
いきますのでどしどしお寄せください

✨

@miituketa_tushin

#みーつけた通信　
#蓮田で習い事　
#蓮田市　
#蓮田ランチ

『蓮田駅西口行政センター』の会議室や、クッキング
室で月1ペースで行われる予定のYosida  Saori先生の
お教室は、材料費のみで体験できるお得すぎるレッス
ンです！
　おうちでやってみよう！と思ってもなかなか難しい
アイシングクッキー作りも先生が用意してくれている
のですぐにお絵描きが始められます！
 ご友人と、お子様と、おひとり様でも♪色付けは
お子さまにとっては楽しい作業のひとつ！
 アイシングクッキークッキーにご興味のある
方是非いってみてね 

"

詳細＆予約は
Instagramで
@mie_akiba

Saori先生のブログQRはこちら

　「み～つけた通信」の発行も蓮田に住んでるママ
さんグループの言わばサークル活動です

#✨

　幼稚園選び、習い事、美味しいお店、かかりつけ
の病院のこと等…気軽におしゃべりに来ませんか？
「え！？知らなかった！」「それどこ！？」が飛び
交う楽しいしゃべり場です♪もちろん無料！お子さ
んも一緒に遊びにきてね

✨

アイシングクッキー教室

書道教室「書楽」　
　　鷲宮アリオ近くのご自宅で書道
教室をされています。
　お教室では年齢問わず、硬筆や
書初めの時期にはその課題のご指
導添削もしてくれます。
　またチケット制で下記の中から
実施の曜日も選べます

✨

　更に！第二日曜日、蓮田市青少
年ホームにて「年中からできる親
子書道教室や小学生～大人の部」
で出張の教室を企画中です！
　こちらもチケット制！ママさん
も通いやすい方法を考え中です！
　詳しくは下記の電話まで！
出張教室についてはみ～つけたの
インスタグラムでも紹介する予定
です✰ 

!mituketa@yu-kai.com「書楽」中鉢清泉　

$

09054405751

☆



◇ 蓮田近隣のようちえん・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　※１
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
7:30～8:30  14:00～18:00
春夏冬休み預かり有り

月　火　水
360円×日数
(牛乳付き)

バス代3000円/月　父母の会
費500円/月　施設維持･教材費
3000円/月　絵本代400～450
円/月　冷暖房費5000円/年

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）

希望による
300円×日数

バス代　2,500円　母の会費
500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7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
概ね月1回程度

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100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> 　 　　＊令和３年度は未定

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

冷暖房費　450円/月
ぴよぴよクラブ(月2回)
いちご・とまとクラス
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2201
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　500円/月
空調管理費　500円/月
絵本代　400～450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)

＜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

60
(150)
※2

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
(自園給食)

バス代　3,300円/月
母の会費　700円/月

教育充実費2000～4000円/月

未就園児体験教室
（参加費無料）
２歳児クラス
（週1～5日）

認定こども園
花星こども園

蓮田市閏戸2796
048-796-8156

7
(83)
※2

9:00～15：30
7:00～9：00

15：30～18：00
春夏冬休み預かり有り

月～金
(月1回弁当)
6,100円/月

絵本代　430～450円/月
管理衛生費 300円/月
父母の会費 450/月

冷暖房費無償
システム管理費 300円/月

園開放　月2回木曜日
9:30～10:30＊要予約

※2　かっこ内は保育園部分を含めた利用定員です。　

 

★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。

※１ 入園料や教材費、延長
保育料など他にも費用がかか
る場合があります。

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

認定こども園など保育施設について詳しくは知りたいかたは、蓮田市ＨＰ

「こども・子育て支援制度について」のページがおすすめです。



　 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　9月8日・9月17日・10月12日
新入園児お招き会 12月10日

アレルギー対応
給食有

学研、ピアノ、体操、チア
ダンス、習字、英会話

自ら伸びようとする「子どもの芽」や「意欲と思い
やりのある心」を園生活の中で育むことを心がけて
います。

公開保育日10月12日・13日・14日
満3才児の相談、質問は随時

未就園児対象運動会ごっこ10月7日(木)

アレルギー対応
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　ピアノ
「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（事前に連絡してください）
運動会・公開保育・お遊戯会・作品展
（2学期以降予定）

アレルギー対応
給食有

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/

見学・説明ご希望の方は、ご連絡ください。
アレルギー対応

給食有

水泳、英会話、体操、ピア
ノ、サッカー、空手、ダン
ス、ピノキオ(石井式国語
教室)、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、自然豊かな環境の中、
健康で明るく、元気な子どもを育てる保育を行って
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。

アレルギー対応
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！

入園説明会は7月13日・9月14日・10月12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)

アレルギー対応
給食有

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。

入園説明会は10月4日
園見学は個別対応いたします（随時）

電話にてご予約下さい。

アレルギー対応
給食有

スポーツクラブ、英語、
和太鼓、リトミック、
大教スイミング、
ピアノ教室、硬筆

毎日、ドキドキ・ワクワクがいっぱい！
是非一度遊びにいらしてくださいね。
詳しくはホームページをご覧ください。

☆各園からいただいた令和３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。こちらの情報を参考に詳細は各園にお問合せ願います。

（み～つけた通信　2021年6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



「み～つけた！通信 第57号」

発行： NPO法人ファイブ・ピース

発行人： 石井文枝（℡：048-769-0841）

協力： 蓮田市子ども支援課・保育課

編集人 ： 大野歩 岡田恵美子 志村美奈 菅野由紀子

半藤温子 三島裕美 八汐和弥 矢島雅美

吉澤博子 渡部千代里

発行日： 令和３年６月１日

※「み～つけた！通信」は市内の各公共施設（子育て支援センター・児童センター・保健センター・市役所・図書館など）やスー
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み～つけた！通信は市役所の人が作ってる

と思ってました！と乳幼児のママさんからき

きました。編集人自身もそう思われてるかも

とは思っていたけど…ほとんどの方がそう

思っているらしい💦

実際は子育て中のママたちが編集会議を行

い、取材・作成・印刷し、公共施設とスーパー

などに頼んで置いてもらったりしています。

自分たちが発信したい子育て情報、みんな

がきっと知りたいであろう情報を知ってもらい、

可愛いイラストを見てなごんでもらえたらと続

けてます。これからもよろしくです。

ｉｓｈｉｉ

★ 編 集 後 記 ★

表 紙 ： 岡元真弓

 

楽しい子育て情報『み～つけた！』

こども服・おもちゃの交換会

蓮田白岡環境センター エコプラザのイベントがあります。不要となったこ

ども服やおもちゃを持参してください。エコプラザにてリサイクルされたたく

さんのこども服とおもちゃを交換することが出来ます。

日時 令和３年8月22日(日) 9:00～16:00

場所 蓮田白岡環境センター エコプラザ （白岡市篠津1279-5）

申込 不要 当日エコプラザ建物内の窓口へ

費用 無料

プレックス・キッズ

蓮田駅西口ビル２階に子育て世帯

包括支援センターをはじめ、子育て

ひろばや一時預かりがあります。

４月オープンから２ヶ月経った雰囲気をお

伝えしたいと思います！

一時預かり （有料 500円/1時間）は、笑顔の素敵な保育士

さんが預かったお子さんとずーっと一緒に遊んだり優しく寝か

しつけてくれたりとっても楽しそう！！また行きたいなんてこと

になりそうですよ。

子育てひろば （無料）は、コロナの為午前4組午後4組までの

予約制限があり、ゆったりとした雰囲気です。親子でボーネル

ンドの大小様々なおもちゃに興味津々💛目一杯遊んでお腹

が空いたら・眠くなったら「また来てね 」と

さようなら(^_^)/~ 詳しくはプレックス・キッズホームページをご

覧ください。 検索！

蓮田市母子愛育会 ホームページ

２０２１年２月蓮田市母子愛育会の

ホームページが公開されました！

妊婦さんから乳幼児のお母さんを

中心に地域で活動している愛育会、

そして５つの地域に分かれて行事などを楽しんで

いる愛育班。コロナ渦でも対策しながら、素敵なホー

ムページができました🎵

🌼イベントの写真がたくさん掲載されてます！

🌼参加しているお母さんの声が紹介されています！

🌼コロナの影響を受けている現在、今後の予定

がホームページで確認できる！

検索！

イベント中止のお知らせ

令和３年度の「子育てでつながろうMiNiフェスタ」は、

コロナ感染拡大防止のため中止になりました。楽しみ

にしていた皆様には大変残念なお知らせとなってしま

いましたが、よろしくお願いします。 蓮田市はすぴぃ
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