
子育て相談受付中！      

第２２５号                                                  ２０２３．５．２０ 

白江ポッポクラブ 
白江こども未来園 TEL ２２－５５０８ 

白江こども未来園では、子育て支援の一環として、毎週水曜日９：３０～１２：１５の間、園開放を行っています。 

市や保健所などの指導のもと、安全面や衛生面に十分に配慮し、完全予約、時間交代制で１組ずつ行っています。短い時

間ですが、アットホームな雰囲気の中、親子で触れ合ったり、保育教諭と一緒に遊びませんか？ 

子育て中のお母さんのリフレッシュに！子育てに関する不安や悩みについて保育士も一緒に考え、アドバイス・お手伝いして

います。 

６月の遊戯室開日 

１４日（水）    ２８日（水） 

＊１４日（水）は遊戯室にて５組限定で交流、２８日（水）は談話室にて１組ずつ交代で行います。 

 

 

ポッポクラブに遊びにおいで～‼  

〈実施日時〉  

毎週水曜日（完全予約の時間交代制） 

＊１４日（水） 9:30～11:00 ～遊戯室にて５組限定～ 

＊２８日（水） ①9:30～10:15 / ②10:30～11:15 /③11:30～12:15 

～談話室にて１組ずつ～    

               

〈予 約〉 お電話にてご予約下さい。※毎月２５日から翌月の予約を受付けます。 

      ＊初めての方で分からないことや心配なことがありましたら、お気軽にお電話下さい。 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

                          

                        ～相談時間～ （月～金）10：00～15：00  

＊「マイ保育園」登録受付中！他町でも登録できますよ！ 

 

活動のようす 
見てね      



第２２４号                                                  ２０２３．４．２０ 

白江ポッポクラブ 
白江こども未来園 TEL ２２－５５０８ 

 

白江こども未来園では、子育て支援の一環として毎週水曜日９：３０～１２：００の間、園開放を行っています。 

コロナ禍ではありますが、市や保健所などの指導のもと、安全面・衛生面に十分に配慮し、完全予約・時間交代制で１組

ずつ行っています。短い時間ですが、アットホームな雰囲気の中、親子でふれ合ったり、保育教諭と一緒に遊びません

か？子育て中のお母さんのリフレッシュに！子育てに関する不安や悩みについて保育教諭も一緒に考え、アドバイス・お手

伝いしています。 

５月の実施日 

  １０日（水）  １７日（水）  ２４日（水）  ３１日（水） 

 

 ポッポクラブに遊びにおいで～♪ 

〈実施日〉 毎週水曜日（完全予約の時間交代制） 

〈時 間〉 １７日（水）・ ３１日（水）  9:30～11:00（5組限定） 

１０日（水）・２４日（水） ①9:30～10:15 / ②10:30～11:15  

〈予 約〉 お電話にてご予約下さい。※毎月２５日から翌月の予約を受付けます。 

      ＊初めての方で分からないことや心配なことがありましたら、お気軽にお電話下さい。 
 
＊約束とお願い＊ 

・来園前には必ず検温をしましょう！37，5℃以上の発熱がある場合、熱はなくても体調が悪い日は 

ポッポクラブをお休みしましょう！ 

・次に利用される方のために、時間厳守で終了しますのでご協力お願いします。 

・水分補給のお茶やオムツを交換する際に敷くマット（シート）を各自でご準備下さい。 

 

～保育園や幼稚園に行っていないお友だち！～        
                    

白江こども未来園の「ポッポクラブ」に遊びに来てね！   

アットホームな雰囲気なので初めての方も安心ですよ☆ 

楽しく遊びましょう♪小さい赤ちゃんもぜひどうぞ♡    

                        

                            

                        

 

 

 

                      

                       

                                   

   …などと思っている方はぜひ遊びに来てね♪  

【子育て相談受付中！！】 ～相談時間～（月～金）10：00～15：00 

【マイ保育園】登録受付中！ 他町でも登録できますよ！ 

遊ぶ場所が欲しいな～ 

子どものこと 

相談したいなぁ 

リフレッシュ 

したいな～ 

話を聞いて欲しいな～ 

活動のようす 
見てね     



子育て相談受付中！ 

第２２３号                                                  ２０２３．３．２０ 

白江ポッポクラブ 
白江こども未来園 TEL ２２－５５０８ 

 

白江こども未来園では、子育て支援の一環として、毎週水曜日９：３０～１２:１５の間、園開放を行っています。 

コロナ禍ではありますが、市や保健所などの指導のもと、安全面、衛生面に十分に配慮し、完全予約・時間交代制で１組ず

つ実施したり、遊戯室で５組限定の集団遊びを行っています。短い時間ですが、アットホームな雰囲気の中、親子でふれ合

ったり、保育教諭と一緒に遊びませんか？ 

子育て中のお母さんのリフレッシュに！子育てに関する不安や悩みについて保育士も一緒に考え、アドバイスしています。 
 

４月の遊戯室開日 

１２日（水）談話室     １９日（水）遊戯室 

※２２日（水）と２９日（水）は都合によりお休みさせて頂きます。ご了承下さい。 

 

今年度のポッポクラブはコロナウイルスの感染予防のため、完全予約、人数制限を設けて行 

 いました。安全面・衛生面への配慮をしての実施となりましたので、予約が取りづらくなった 

り、遊ぶ時間が短く感じられることもあったのではないかと申し訳なく思います。そんな中で 

も沢山の親子連れに遊びにきて頂け、とても嬉しく思っています。 

保護者の皆様には、ポッポクラブを利用するにあたって「園からのお願い」にご理解・ご協 

力頂き、ありがとうございます。これからも子ども達の成長を温かく見守りながら、地域にお 

住いの皆さんから愛されるアットホームで楽しいポッポクラブを目指して行きたいと思います。 

また一緒に楽しく遊びましょう。 
 

ポッポクラブに遊びにおいで～♪ 

＊実施日＊ 毎週水曜日  

４月１２日（水）【談話室 １組ずつ実施】 ①9:30～10:15 ②10:30～11:15 ③11:30～12:15 

４月１９日（水）【遊戯室 ５組限定で集団あそび】 9:30～11:30 

＊予約方法＊ 電話にてご予約下さい。（毎月 25日から翌月分の予約を受け付けます。） 

 

 

１年間ありがとうございました 
   

今年度は延べ、１９３名の親子         

連れが遊びに来てくれました。           

    ＊保育園や幼稚園に                               

       通っていないお友だち!!          ～相談時間～ 

        ポッポクラブに遊びに来てね♪                    （月～金）10：00～15：00   

                                 “マイ保育園“登録受付中！  

                                                       他町でも登録できますよ！ 

活動のようす 
見てね    



第２２２号                                                  ２０２３．２．２０ 

白江ポッポクラブ 
白江こども未来園 TEL ２２－５５０８ 

白江こども未来園では、子育て支援の一環として、毎週水曜日９：３０～１２:１５の間、園開放を行っています。 

コロナ禍ではありますが、市や保健所などの指導のもと、安全面、衛生面に十分に配慮し、完全予約、時間交代制で１組ずつ

行っています。短い時間ですが、アットホームな雰囲気の中、親子でふれ合ったり、保育教諭と一緒に遊びませんか？ 

子育て中のお母さんのリフレッシュに！子育てに関する不安や悩みについて保育士も一緒に考え、アドバイスしています。 

 

  ３月の遊戯室開日 

１日（水）   ８日（水）  １５日（水）  

※１日（水）、１５日（水）は遊戯室【５組限定】で、８日（水）は談話室【１組ずつ】で行います。 

 ２２日（水）と２９日（水）は都合によりお休みさせて頂きます。ご了承下さい。 

 

 

ポッポクラブに遊びにおいで～♪ 

＊実施日時＊ １日（水）・１５日（水） 9:30～11:00（5組限定） 

８日（水）            ①9:30～10:15 / ②10:30～11:15 / ③11:30～12:15 

＊予約方法＊ 電話にてご予約下さい。 

（毎月 25日から翌月分の予約を受け付けます。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～相談時間～ （月～金） 10：00～15：00   

マイ保育園”登録受付中！他町でも登録できますよ！  

子育て相談受付中！ 

活動のようす 
見てね      



子育て相談受付中！        

第２２１号                                                  ２０２３．１．２０ 

白江ポッポクラブ 
白江こども未来園 TEL ２２－５５０８ 

白江こども未来園では、子育て支援の一環として、毎週水曜日９：３０～１２：１５の間、園開放を行っています。 

コロナ禍ではありますが、市や保健所などの指導のもと、安全面、衛生面に十分に配慮し、完全予約、時間交代制で１組ずつ

行っています。短い時間ですが、アットホームな雰囲気の中、親子でふれ合ったり、保育教諭と一緒に遊びませんか？ 

子育て中のお母さんのリフレッシュに！子育てに関する不安や悩みについて一緒に考え、アドバイスしています。 

２月の遊戯室開日 

    ８日（水）    １５日（水）   ２２日（水）   

 

ポッポクラブに遊びにおいで～♪ 

＊実施日＊ 水曜日 ８日・１５日 ①9:30～10:15 ②10:30～11:15 ③11:30～12:15【談話室にて】 

               ２２日  9:30～11:30【遊戯室にて５組限定】 

＊予約方法＊ 電話にてご予約下さい。（毎月 25日から翌月分の予約を受け付けます。） 

 

 

 

 

  

 

 

 

インフルエンザに気をつけて！ 

インフルエンザが流行する季節です。手洗いやうがいをこまめに行ったり、栄養や睡眠を十分に 

とり、インフルエンザを予防しましょう！ 
 
（症状）４０℃前後の高熱,悪寒、頭痛、のどの痛み、咳、鼻水、筋肉や関節の痛みなど感染力が強く 

普通の風邪よりも症状が重いことが特徴。  
 
→インフルエンザかな！？と思ったら・・・        

・風邪と区別しにくいので、すぐに受診しましょう。 

・高熱や下痢を起こすと脱水症状が出やすくなるのでこまめに水分補給を！ 

・無理をするとぶり返したり、人にうつす可能性があるので、熱が下がってから３日間は 

家庭でゆっくり療養しましょう。  

 

 

～相談時間～  （月～金） 10：00～15：00   

マイ保育園”登録受付中！他町でも登録できますよ！  

活動のようす 
見てね     



子育て相談受付中！        

第２２０号                                                  ２０２２．１２．２０ 

白江ポッポクラブ 
白江こども未来園 TEL ２２－５５０８ 

白江こども未来園では、子育て支援の一環として、毎週水曜日９：３０～１２:１５の間、園開放を行っています。 

コロナ禍ではありますが、市や保健所などの指導のもと、安全面、衛生面に十分に配慮し、完全予約、時間交代制で１組ず

つ行っています。短い時間ですが、アットホームな雰囲気の中、親子でふれ合ったり、保育教諭と一緒に遊びませんか？ 

子育て中のお母さんのリフレッシュに！子育てに関する不安や悩みについて保育士も一緒に考え、アドバイスしています。 

 

１月の遊戯室開日 

  １１日（水）談話室（１組ずつ）   ２５日（水）遊戯室（５組限定） 

＊２５日は 9:30～11:00までとさせて頂きます。（11:00からはＲ５年度新入予備検診を行います） 

 
 

 

あけまして              

おめでとうございます      

                            

昨年はコロナ禍ではありましたが、沢山の方にポッポクラブを利用して頂きありがとうございまし 

た。今年も安全面や衛生面に十分に気をつけながら遊びにきていただいた皆さんが親子でふれ合い、 

笑顔で楽しいひとときを過ごせるよう努力していきたいと思います。今年もよろしくお願いします。 

ポッポクラブに遊びにおいで～♪ 

＊実施日時＊ １１日（水）①9:30～10:15 / ②10:30～11:15 / ③11:30～12:15 

       ２５日（水） 9:30～11:00（5組限定） 

＊予約方法＊ 電話にてご予約下さい。（毎月 25日から翌月分の予約を受け付けます。） 

        ※12/30～1/4の間は休園となりますので予約受付はできませんのでご了承下さい。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                   

～相談時間～ 

（月～金） 10：00～15：00  （土）10：00～12：00 

マイ保育園”登録受付中！  他町でも登録できますよ！  

活動のようす 
見てね      



子育て相談受付中！ 

第２１９号                                                  ２０２２．１１．２０ 

白江ポッポクラブ 
白江こども未来園 TEL ２２－５５０８ 

白江こども未来園では、子育て支援の一環として、毎週水曜日９：３０～１２:１５の間、園開放を行っています。 

コロナ禍ではありますが、市や保健所などの指導のもと、安全面・衛生面に十分に配慮し、完全予約で行っています。短い時

間ですが、アットホームな雰囲気の中、親子でふれ合ったり、保育教諭と一緒に遊びませんか？ 

子育て中のお母さんのリフレッシュに！子育てに関する不安や悩みについて保育士も一緒に考え、アドバイスしています。 
 

１２月の遊戯室開日 

１４日（水）    ２１日（水） 

＊１４日（水）は遊戯室にて５組限定で行います。２１日（水）はこれまで通り１組ずつ行います。 

 

ポッポクラブに遊びにおいで～!! 

＊実施日時＊ 12/14（水）9:30～11:30（５組限定）  

       12/21（水）① 9:30～10:15 / ②10:30～11:15 / ③11:30～12:15 
    

＊予約方法＊  電話にてご予約下さい。（毎月 25日から翌月分の予約を受け付けます。） 

 

  

 

 

 

 

 

感染性胃腸炎に気をつけて！ 

寒さも厳しくなり、園でも咳や鼻水などの風邪症状が増えています。この時期、特に気をつけたいのが

『ウイルス性胃腸炎』です。ノロウイルスやロタウイルスなどに感染すると、嘔吐と水のようなひどい

下痢が起こります。嘔吐や下痢で体内の水分が失われ、脱水症状になると危険です。水分補給を心がけ、

安静にして過ごしましょう。 

【嘔吐・下痢の時のケア】 ・子ども用イオン飲料や湯冷ましを少しずつ、こまめに与える。 

・おしりはこすらずにお湯で洗い、タオルで軽く押さえて水分を拭き取る。 

【下痢の時の食事】脱水症状にならないように水分補給が大切。また胃腸に負担の少ない食事を！ 

◯  りんごのすりおろし、おかゆ、おじや、うどん、やわらかく煮た野菜スープなど 

✖ 脂質の多いもの（肉類、揚げ物）、生野菜、繊維の多いもの（きのこ、海藻）、柑橘類など 

 

～相談時間～（月～金）10：00～15：00 

『マイ保育園』登録受付中！他町でも登録できますよ！           

活動のようす 
見てね      



子育て相談受付中！ 

 

第２１８号                                                  ２０２２．１０．２０ 

白江ポッポクラブ 
白江こども未来園 TEL ２２－５５０８ 

白江こども未来園では、子育て支援の一環として、毎週水曜日９：３０～１２:１５の間、園開放を行っています。 

コロナ禍ではありますが、市や保健所などの指導のもと、安全面、衛生面に十分に配慮し、行っています。短い時間ですが、

アットホームな雰囲気の中、親子でふれ合ったり、保育教諭と一緒に遊びませんか？ 

子育て中のお母さんのリフレッシュに！子育てに関する不安や悩みについて保育士も一緒に考え、アドバイスしています。 

 

１１月の遊戯室開日 

  ９日（水）   １６日（水）   ３０日（水） 

※９日、３０日はこれまで通り完全予約制１組ずつで行います。 

※１６日は遊戯室で５組限定（9:30～11:30まで）で行います。 

 

ポッポクラブに遊びにおいで～!!  

＊実施日時＊ 【11/ 9、11/30】① 9:30～10:15 ②10:30～11:15 ③11:30～12:15 

毎週水曜   【11/16】      9:30～11:30 (5組まで) 

      

＊予約方法＊ 電話にてご予約下さい。（毎月 25日から翌月分の予約を受け付けます。） 

 

インフルエンザ予防接種のシーズンです！ 

抵抗力が弱い子どもがインフルエンザにかかる 

と重症化しやすいため、予防接種を受けておく 

と安心です。 

子どもの場合、１シーズン２回接種が標準です。 

（生後６か月から受けられます） 

２週間以上たたないと効果が表れないので、 

接種をする方は流行期に入る前に早めに済ませる 

ようにしましょう！ 

アレルギーのあるお子さんの場合、受けられ 

ないこともありますので医師と 

よく相談して下さい。                              

                            

 

 

～相談時間～ （月～金）10：00～15：00  

『マイ保育園』登録受付中！  他町でも登録できますよ！         

活動のようす 
見てね      



子育て相談受付中！ 

第２１７号                                                  ２０２２．９．２０ 

白江ポッポクラブ 
白江こども未来園 TEL ２２－５５０８ 

白江こども未来園では、子育て支援の一環として、毎週水曜日９：３０～１２:１５の間、園開放を行っています。 

コロナ禍ではありますが、市や保健所などの指導のもと、安全面、衛生面に十分に配慮し、完全予約、時間交代制で１組ず

つ行っています。短い時間ですが、アットホームな雰囲気の中、親子でふれ合ったり、保育教諭と一緒に遊びませんか？ 

子育て中のお母さんのリフレッシュに！子育てに関する不安や悩みについて保育士も一緒に考え、アドバイスしています。 

 

１０月の遊戯室開日 

 ５日（水）  １２日（水）  １９日（水）  ２６日（水） 

 

 

ポッポクラブに遊びにおいで～‼    

＊実施日時＊               

毎週水曜日  ① 9:30～10:15 

②10:30～11:15 

③11:30～12:15 

＊予約方法＊  

電話にてご予約下さい。 

（毎月 25日から翌月分の予約を受け付けます。） 

 

 

 

 

Ｒ５年度新入園児募集について 

10/1からＲ５年度の新入園児の 

        受付申請がはじまります。 

    【受付期間】10/1(土)～10/31(月) 

    詳しいことは園までお気軽に 

お尋ね下さい。 

   またお知り合いやご近所に未就園 

のお子様がいましたら、ぜひ声を 

         かけてあげて下さいね！            

 

 ～相談時間～ 

（月～金）10：00～15：00 

『マイ保育園』登録受付中！ 

                        他町でも登録できますよ！    

たのしいなぁ～♪ 

なにしてあそぼうかな？ 

おもちゃ いっぱ～い☆ 

いっしょにあそぼ♪ 



子育て相談受付中！ 

第２１６号                                                  ２０２２．８．２０ 

白江ポッポクラブ 
白江こども未来園 TEL ２２－５５０８ 

白江こども未来園では、子育て支援の一環として、毎週水曜日９：３０～１２:１５の間、園開放を行っています。 

コロナ禍ではありますが、市や保健所などの指導のもと、安全面、衛生面に十分に配慮し、完全予約、時間交代制で１組ず

つ行っています。短い時間ですが、アットホームな雰囲気の中、親子で触れ合ったり、保育教諭と一緒に遊びませんか？ 

子育て中のお母さんのリフレッシュに！子育てに関する不安や悩みについて保育士も一緒に考え、アドバイスしています。 

 

９月の遊戯室開日 

２１日（水） 

＊９月２８日（水）は園運動会の練習のため、お休みさせて頂きます。ご了承ください。 

 

 

 

コロナウイルス感染症の拡大に伴い、急遽８月のポッポクラブを中止させて頂くことに 

なりました。ご予約頂いていた皆様、ご協力とご理解ありがとうございます。今後の状況 

によりましては中止せざるを得ない場合もあるかと思いますが、感染状況を考慮しながら 

できるだけ行っていきたいと思っています。よろしくお願いします。 
 

ポッポクラブに遊びにおいで～‼  

＊実施日時＊ 毎週水曜日            

       ① 9:30～10:15  ②10:30～11:15  ③11:30～12:15 

＊予約方法＊ 電話にてご予約下さい。（毎月 25日から翌月分の予約を受け付けます。） 

 

  

  

 

 

 

 

                             ～７月の誕生会をしました～ 

                               

 

 

                                  

 

～相談時間～（月～金）10：00～15：00   

『マイ保育園』登録受付中！                いとちゃん【１さい】 

 他町でも登録できますよ！             おたんじょうびおめでとう♡  



子育て相談受付中！ 

  

第２１５号                                                  ２０２２．７．２０ 

白江ポッポクラブ 
 

白江こども未来園 TEL ２２－５５０８ 

白江こども未来園では、子育て支援の一環として毎週水曜日９：３０～１２：００の間、園開放を行っています。 

コロナ禍ではありますが、市や保健所などの指導のもと、安全面・衛生面に十分に配慮し、完全予約・時間交代制で１組ずつ

行っています。短い時間ですが、アットホームな雰囲気の中、親子でふれ合ったり、保育教諭と一緒に遊びませんか？子育

て中のお母さんのリフレッシュに！子育てに関する不安や悩みについて保育教諭も一緒に考え、アドバイス・お手伝いしてい

ます。 

８月の遊戯室開日 

３日（水）  １０日（水）  ２４日（水）  ３１日（水） 

※コロナウイルス感染の状況により、中止の場合もあります。 

 

ポッポクラブに遊びにおいで～‼       

＊実施日時＊ 毎週水曜日   ① 9:30～10:15   ②10:30～11:15  ③11:30～12:15        

＊予約方法＊  電話にてご予約下さい。(毎月 25日から翌月分の予約を受け付けます。) 

                          

                七夕飾りと短冊をつくったよ！ 

 

 

 

 

 

 

熱中症に気をつけましょう！  

熱中症は、体内の水分や塩分が不足して汗がかけなくなり    

体温調節できなくなって起こります。特に、乳幼児は体温 

調節機能が未発達で、体の不調やのどの渇きをまだうまく 

伝えることができず、熱中症になりやすいです。 

【熱中症は予防が大切！！】 

・赤い顔や大量の汗をかいているのは熱中症のサイン！ 

涼しい場所で十分な休息を。                みんなのねがいが叶いますように・・・ 

・子どもは新陳代謝が活発！尿や汗で体から出ていく 

水分が多いので、脱水を起こしやすいです。 

 こまめに巣分補給をしましょう！ 

・戸外では必ず帽子をかぶり日差しを防ぎましょう！  ～相談時間～ 

吸水性、速乾性のある風通しの良い服を。      （月～金）10：00～15：00     

・長時間、炎天下で遊ばないようにしましょう！    マイ保育園”登録受付中！他町でも登録できますよ！      



子育て相談受付中！      

第２１４号                                                  ２０２２．６．２０ 

白江ポッポクラブ 
白江こども未来園 TEL ２２－５５０８ 

 

白江こども未来園では、子育て支援の一環として毎週水曜日９：３０～１２：００の間、園開放を行っています。 

コロナ禍ではありますが、市や保健所などの指導のもと、安全面・衛生面に十分に配慮し、完全予約・時間交代制で１組ずつ

行っています。短い時間ですが、アットホームな雰囲気の中、親子でふれ合ったり、保育教諭と一緒に遊びませんか？子育

て中のお母さんのリフレッシュに！子育てに関する不安や悩みについて保育教諭も一緒に考え、アドバイス・お手伝いしてい

ます。 

７月の遊戯室開日 

６日（水）    １３日（水）   ２７日（水）   

 

ポッポクラブに遊びにおいで～‼   ～おともだちがたくさんふえました♪～  

＊実施日時＊   ① 9:30～10:15          

毎週水曜日    ②10:30～11:15          

③11:30～12:15               

＊予約方法＊             

 電話にてご予約下さい。                            

(毎月 25日から翌月分の予約を受け付けます。)   
            

 

園児募集中！ 

白江こども未来園では新しいお友だ 

ちを随時募集しています！  

（１,３,４.５歳児） 

 お気軽にお問合せ下さい。 

また、お知り合いやご近所に未就園 

のお子様がいましたら 

               ぜひ声をかけてあげて 

             下さいね♡ 

 

 

 

    

 

～相談時間～ （月～金）10：00～15：00 

＊「マイ保育園」登録受付中！他町でも登録できますよ！    

なにしてあそぼうかなぁ～♪ 

おもちゃがい～ぱい!! 

 

はじめまして☆ 

ポッポさんデビューしたよ♪ 

パパとあそぶのだ～いすき♡ 

ママ みてみて～‼ 


