
川崎市認定保育園川崎市認定保育園

子供たちは天才！子供たちは天才！

http://happykids-saginuma.comhttp://happykids-saginuma.com

   ちびっこ   ちびっこ

月額保育料金月額保育料金

　良い時期に良い刺激を
英語・体操・サッカー・水泳・バイオリンなどのお稽古や
様々な遊びや体験を通して大きく育つ保育を心掛けております。

学ぶ力 読み書き・計算学ぶ力 読み書き・計算  体の力

対象年齢
開園日

休園日

開園時間

月曜日～土曜日のうち週五日

2歳～ 6歳まで　( 就学時前まで )

月極保育・一時保育・延長保育

7：30 ～ 19：00　( 延長保育含 )

日曜日・祝日・夏季休暇及び年末年始

TEL:044-853-3461TEL:044-853-3461
川崎市宮前区鷺沼1-18-1プレール鷺沼ヴェルエスタ301（２F）川崎市宮前区鷺沼1-18-1プレール鷺沼ヴェルエスタ301（２F）

年齢 入会金 保育料 給食・おやつ おけいこ 保育料合計

３歳児

4～ 5歳児

20,000 円

20,000 円

47,500 円

37,500 円 5,000 円

5,000 円

2,000 円

2,000 円 54,500 円

44,500 円

外国人講師による英会話

入園説明会実施しております。
　　　　　　　(要電話予約 )
入園説明会実施しております。
　　　　　　　(要電話予約 )

さぎぬま園さぎぬま園

さぎぬま園さぎぬま園
HAPPYKIDS
川崎市認定保育園川崎市認定保育園

ちびっこちびっこ

至宮前平

東急田園都市線三和銀行

横浜銀行

鷺沼
　東急

ケンタッキー

地域保育園

ちびっこちびっこ

鷺沼駅前

鷺沼駅交番前

鷺沼駅

ファミリー
マート

鷺沼駅徒歩鷺沼駅徒歩2分分
さぎぬま園さぎぬま園

HAPPYKIDS

至たまプラーザ

みずほ銀行

HAPPYKIDS

色々な事を体験して大きく育つ保育を心掛けております

ー 2 歳児 20,000 円 52,500 円 6,500 円 59,000 円



川崎認定保育園ハッピーキッズ　ちびっこさぎぬま園の朝の活動

7:30 9:00 9:15 9:30
朝の挨拶 出欠をとる 専門講師の派遣

　人数を数える 水曜日・・・　　各クラス30分体操教室（午前１０：３０から）公園か部屋で
のびのび カード学習
体操 ・英語で 木曜日・・・４・５歳児ｽｲﾐﾝｸﾞスクール（１４：20分～１６：３０に送迎バスで）
ほぐし 　単語・挨拶など
屈伸・開脚・漢字カードの読み 金曜日・・・クラス合同でｻｯｶｰｽｸｰﾙ（１０：３０～１１：３０）

・4字熟語等
歌う 木曜日・・・英語レッスン（１０：３０～１１：００）
　季節の歌

９：００から９：３０までは合同で行います。 　リクエスの曲 絵画指導 ・詩の朗読や暗唱保育士の指導で
　英語の歌

3歳児の活動 ：３０ ：４５ 10:20
体操 机イスに座り ピアニカ　　（10分）　　　　　　準備をして公園へ
　鉄棒 読む練習 （10分）
トランポリン　平仮名
　平均台 　カタカナ 絵本を読んでもらう
　跳び箱 書く練習
　マット 　線引き（運筆）

　平仮名
　数字
　迷路等
はさみ

4・５歳児の活動 ：３０ ：５０ 10 :15 10:50
机イスに座り 体操 ピアニカ 　　　　　　準備をして公園へ

（体操・音楽は時間差をとりつつ） 学習 　鉄棒 （10分）
書く練習 　トランポリン ヴァイオリン
　平仮名 　平均台 （10分）
　カタカナ 　跳び箱
　数と計算」 　マット
読解 　側転 夏はベランダでプール遊びです。

　逆立ち
　ブリッジ

自由遊び

10:00

　　　（公園には寒くても雨が降らない限り必ず出かけます。）



２０１７年ハッピーキッズ・ちびっこ  

さぎぬま園行事予定表 

４月 ３日（月）  入園式 進級式 

   

５月 １３日 (土)   親子遠足 東高根森林公園 （保護者参加） 

 

６月下旬または７月初旬 ジャガイモ掘り（りす、うさぎ、ぞう組） 

 

８月１２日（土）～１５日（火）夏休み 

 

１０月 ２８日 (土)  運動会（保護者参加） 

   ３１日（火）  ハロウィン 

１０月下旬か１１月初旬  いもほり（ペンギン、りす、うさぎ、ぞう組） 

 

１１月 １０日（金）  秋の遠足 たまご、ひよこ，ペンギン組 鷺沼公園 

りす、うさぎ、ぞう組 ズ―ラシア 

１１月１８日 (土) ハッピーキッズ保護者会 （保護者参加） 

 

１２月１６日（土）ちびっこ クリスマス会 （保護者参加） 

１２月２９日（金）～１月４日(木） 冬休み 

３月 日程未定   発表会・卒園式 
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<さぎぬま園での一日の流れ>

「ハッピーキッズ」と「ちびっこ」の保育室とで:ま、子島 への接し方が全くちがいます。

過ごせるようにfi:ぽΥtty=フ
がたくさんの愛:晴を子ども達に注ぎ、家庭にいるようにリラックスして

*ちびっこ ・̈・…よ。自分の事は自分で出来るようにサポートし、約束を守ることや、しっかり人の話を
聞くこと、まただヽ学校入学に向け、読み書き計算、そして運動など毎日こつこつ努力

することを指導しています。読み書き計算、運動にも力を入れています。
0。 2

F酬

ハッピーキッズ

9:00 かけつこ 出欠

':30
設定保育 カード使用
eあ～5o音。数字

・英単語 ・歌

織本読み聞かせ
11):(i(} 外遊び

(本曜 露英語3o分 )

11:30 昼食

12:15, 昼 寝

1:li〔

'()

おやつ

自由遊び

:::::`::: ・リトミック 手ヽ遊び

・紙蓬居 3絵本

・英語ビデオ

1'♂ :10 お帰りのうた

密自態ぴ

ちびoこ

8:0() 用意・自由遊び

9:00 朝の会 体操

りす :運筆 05暗読み

うさぎ:数字ひらがな書き・ピアニカ

ぞう:計算・文章問題・50音書き

ピアニカ・ヴァイォリン

10:30 外遊び

*曜 日:こよりおけいこがはいります

12100 昼l食

13100 な,章 :

来年明け以降ぞう組:i本読み・製作

15:00 昼寝の片づけ。おやつの準備

15:30 おやつ

自由遊び

17:00 片づけ・設定保育 ・絵本読み聞かせ

17130 お帰りの会 ・歌

本読み。パズル

水曜日…・体操教室  。

木曜日 ・̈英語のレッスン

金曜日 ・̈サッカー教室

*木曜日午後・・・スイミング(希望者のみ)

このようなタイムテープルで活動しています。いつでも参観や保育参カロできます。

お気軽にお声かけくださいn
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