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3月

月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5
　10：00～11：30 　10：00～11：30 　10：00～11：30 　10：00～11：00

ぽっかぽか

14:00～15:00

相談日

7 8  栄養相談 9 10 11 12
　10：00～11：15 　10：00～11：15 　10：00～11：30 　10：00～11：30 　10：00～11：30

2カ月から
6カ月まで

1歳から
1歳５カ月まで

2歳以上

14:00～15:00 14:00～15:00 14:00～15:00

マタニティ 自由開放 相談日

14 15 16 17 18 19
　10：00～11：15 　10：00～11：15 　10：00～11：30 　10：00～11：30 　10：00～11：30

2カ月から
6カ月まで

2歳以上

14:00～15:00 14:00～15:00

自由開放 ぽっかぽか

21 22 23 栄養相談 24 25 26
　10：00～11：15 　10：00～11：30 　10：00～11：30 　10：00～11：30

1歳から
1歳５カ月まで

2歳以上

14:00～15:00 14:00～15:00

マタニティ 自由開放

28 29 30 31
　10：00～11：30 　10：00～11：30 　10：00～11：30

自由開放

14:00～15:00

自由開放
文庫休館日

スマイル
サークル
どんどこ

春分の日

1歳から
1歳５カ月まで

すずしもん会議
パーシモン休み

文庫休館日

スマイル
サークル
born13

7カ月から
11カ月まで

7カ月から
11カ月まで

1歳6カ月から
１歳11カ月まで

文庫開館日
９～１５時

なでしこ卒園式
文庫休館日

文庫開館日
９～１５時1歳6カ月から

１歳11カ月まで

文庫開館日
９～１５時

スマイル
サークル
アラ４０

7カ月から
11カ月まで

1歳6カ月から
１歳11カ月まで

相談日
文庫休館日

相談日
文庫休館日

水・木・金のひろば

11時頃より

外遊びが出来ます

靴・帽子・タオル・水筒

などを持ってきてね

予約の空き状況を

●なでしこ保育園ＨＰ内

子育て支援センターお知らせ欄

●育自ポータルサイト内

パーシモンブログ で確認できます

ぜひご利用ください

〇３月ひろばの予約申込みについて

１度のお電話で、午前と午後含め1枠の予約となります。

● 当日キャンセルは1回分の利用とカウントさせていただきます。

予約をされいてキャンセルの場合は、お早めにご連絡をお願いします。

〇３月ひろばの予約受付は…２／2２(火)14時 より開始します

パーシモン直通 ☎０４８－５０１－００１８

予約受付：14時～15時30分（土日祝除く）

3月の利用予約は1枠 5組までです

月曜のひろば

♡ くちびる💋を

折りましょう♡

● 3／14 

木・金曜のひろば
♡さくらの花作り♡

フラワー紙を丸めて さくらのお花で

パーシモンツリーを完成させましょう♪

●木曜のひろば 3/ 17

●金曜のひろば 3/ 18

こちらの予定は

新型コロナウィルス感染症拡大の状況により

変更になる場合があります

ずくぼんじょ ずくぼんじょ

ずっきん かぶって

でてこらさい

マタニティさんの日

3/7(月)PM ・23(水)PM

妊婦さん同士で

情報交換しませんか？

初産婦さん経産婦さん向けの

小さなひろばです♪

0・1・2歳が大事！

子どもの足
『足裏』への刺激を
足裏は「第2の心臓」とも呼ばれるほど重要な

働きがあります。足裏はとても敏感な部位で

す。熱い・冷たい・やわらかいなど、さまざ

まな刺激を受けることは、足の感覚を育て、

五感を鍛えます。

脳の神経系統は3歳までに約80％、6歳頃には

約90％完成するといわれています。0歳～6歳

までの生活習慣は、子どもの学習能力・身体

能力・コミュニケーション能力に大きく影響

するもの。

乳幼児期の脳の発達に重要なのは「五感を刺

激すること」です。裸足で過ごし足裏に刺激

を与えることで、脳を活性化できるといわれ

ています。さらに、自由に足指が動くことは

筋力アップ・土踏まずの形成・バランス感覚

の向上にもつながるでしょう。

『靴下』履かせた方がいい？
乳幼児は手足を冷たくすることで体温調

節しています。足が冷たいからといって

靴下を履かせると、体温が上がり過ぎた

時には足から熱が逃げていかず体に熱が

こもってしまいます。体温調節機能が未

熟なため、常に靴下を履いていると足を

使って体温調節する働きが奪われてしま

います。

乳幼児は手足が冷たいのが普通です。

室内ではなるべく裸足で過ごすようにし

ましょう。

自由開放

3/9(水)PM・14(月)PM

25(金)PM・28(月)AM/PM

ホールを開放します

月齢制限はありませんので

異月齢のお友達と交流できます

ぜひどうぞ♪

今年度もパーシモンをご利用いただきまして

ありがとうございました。たくさんの親子の

みなさまに出会えましたこと、心から嬉しく

思います。

４月より新しい環境へとスタートされる親子

さま、お子さまの健やかな成長とご家族の幸

せを祈って応援しています。

子ども同士・親同士が共に

楽しみ、悩み、育ち合える場を目指して！

今後ともパーシモンをよろしくお願いします。

ぽっかぽかひろば

3/4(金)AM・18(金)PM

集団が苦手なお子さまの小さなひろばです

このひろばはこちらから

お声掛けさせていただきます

気になる方は

スタッフまでご相談ください

☆利用者の皆様へ☆
まん延防止等重点措置期間中での開所になるため、３月のひろばも組数・利用時間を縮小して開所いたします。

今後も施設内の衛生管理やスタッフの健康管理等、徹底して取り組みみなさまをお迎えしますが、風邪症状がみられる場合や

兄弟の通っている園の閉鎖等で休んでいる場合は、ご利用を控えていただきたいと思います。ご協力お願いいたします。

栄養相談 3/8(火)23(水）

ひろばの中で管理栄養士が個別で

様々なお悩みに応えてくれます！

ぜひご利用ください



パーシモンの理念

子ども同士・親同士が共に

楽しみ、悩み、育ち合える

地域交流の場としての空間でありたい

いっしょに関わり

いっしょに見守り

いっしょに育ち合える

そんな素敵な仲間作りを応援します！！

なでしこ保育園 子育て支援センター

２０２１年度 ３月号

パーシモン

※携帯・パソコンから、パーシモン・すずかけの月の予定が確認できます

スマートフォン

ｉ ｐｈｏｎｅ版

●牛角

ローソン●

×駐車場入り口

〒360-0803

熊谷市柿沼921-9(なでしこ保育園内パーシモン2階）

TEL （048）501-0018 (支援センター直通) 

FAX （048）501-0019

開所時間 9時30分～15時30分

電話相談 １０時00分～１５時00分

オンライン相談も予約にて対応しています

ホームページhttp://www.kodomo.ed.jp/

予約受付：14時～15時30分（土日祝除く）

【パーシモンへのアクセス】

●駐車スペース有ります

①パーシモン東側🄿←パーシモン入口の看板あり

② なでしこ保育園南側🄿

●最寄りのバス停

・朝日バス 熊谷駅北口発ー太田駅行・西小泉駅行・妻沼聖天前行

「遠新田」バス停 徒歩5分
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【 園付近図 】



　

　

パーシモン ひろばご利用について

新型コロナウイルス感染拡大防止として3密を避けるため、当面の間事前予約制とさせていただきます

みなさまが安心して来所できるよう施設内や玩具等、衛生面には充分配慮して取り組んでおります

ひろば開放時間 10時00分～11時30分（事前予約）

14時00分～15時00分（事前予約）
予約方法

★月齢別広場となっています。ホームページにて該当する曜日、また予約受付開始日等ご確認ください

受付時間 14時～15時半まで(土日祝除く） 📞048－501－0018

※現在妊娠中でお子様と来所される場合は予約時にお知らせください。

～来所しましたら～
〇玄関入り口にて、手指消毒、検温を実施させていただきます （ご自宅でも検温の上、体調に問題がないのを確認の上お越しください）

体温が37.5℃以上ある場合は入室をお断りさせていただきます。健康確認が済みましたら、靴は下駄箱にいれ、そのまま２階へお上がり下さい 。

〇保護者の方はマスクの着用をお願いします（お子さんは任意です）

〇名札の着用、健康観察カードへのご記入をお願いします 。

〇ねんねの赤ちゃんがいる方はバスタオルをお持ちください 。

★お帰り時も手指消毒にご協力ください

◎スタッフも検温、マスク着用、手指消毒、部屋の換気等こまめに行うなど健康管理には充分気を付け対応させていただきます

おもちゃの消毒を徹底するため、おもちゃを限定させていただきます

みなさんが快適に安心して過ごせるよう一人ひとりができること(手洗い・うがい等）をしっかり取り組み今を乗りきりましょう！

“冬来たりなば春遠からじ”(苦境を耐えぬけばやがて幸福の時期を迎えられるというたとえ）

前を向いてがんばりましょう



利用者の皆様へお願い

コロナウイルス感染症が全国的に感染拡大を続け、熊谷市内でも感染者が増え続けています。

今流行中のオミクロン株は、発症2日前から感染力があるとされています。

そこで支援センター・相談室をご利用の皆様にご協力のお願いです。

支援センター利用日の当日もしくは翌日にコロナウイルス感染症を疑われる症状（発熱・咳・のど

の痛み・鼻水・息苦しい・下痢・倦怠感等）が有る、又は濃厚接触者になり PCR検査・抗原検査

を受ける事になった際は、お手数ですが利用の支援センター・相談室までご連絡をください。

尚、ご兄弟の学校、保育園、幼稚園等で閉鎖等があり、兄弟が休んでいる場合は、支援センター

の利用はお控えくださるようお願いします。

なでしこ保育園

子育て支援センターパーシモン （０４８）５０１－００１８

第三なでしこ保育園

子育て支援センターすずかけ （０４８）５２０―１５１８

すずかけ相談室♭ （０４８）５７８－８２５０


