
 

  

 

 
 
 

 

  
 

子育てサークル 

1 年間を通して 

ふれあいを深めて 

いただけます 

11 月生まれのお友達のお誕生日会（お誕生日を迎えたお友達の

紹介、ゲーム等）を保育者主催で行います。  

本園の子どもたちがつくり出した遊びを繰り広げていく「ダイナ

ミックワールド」に参加します。 

親子でふれあうあそびを行います。 

お申込方法 

  ☆ご登録をご希望の方は「アルテア 

子ども館」までお問い合せください。 

子育てサークルにご

登録の皆様 

１０:００～ 

１３:３０ 
お弁当、飲み物、着替え

などお子様に必要なもの 

【場所】 

アルテア子ども館 

【参加費】 

親子１組５００円 
 

 

親子体験講座 

「お父さんとあそぼう」 
親子で「ホバークラフト」をつくろう 

定員 親子５０組 

 日頃お忙しいお父様に、休日のひととき、お子様とご一緒に楽

しんでいただきたいと思います。今回は、親子でオリジナルの

「ホバークラフト」をつくる活動を計画いたしました。皆様の

ご参加をお待ちしております（本事業は山梨学院短期大学地域

連携研究センターとの共催です）。 

 

お申込方法 

＊1１月１1 日（月）締切 

（定員になり次第締切） 

年少児から小学 6 年生 

までのお子様とお父様 
※お母様やごきょうだい

のご参加も歓迎いたし

ます。 

９:３０～ 

１１:３０ 
＊受付時間 

９:１５～９:３０ 

はさみ、セロハンテー

プ、油性カラーペン（絵

を描くときに使うので

何 色 か お 持 ち く だ さ

い）、うちわ、上履き 

【講師】伊藤 美輝（山梨学院

短期大学保育科教授） 

【場所】本園スカイホール 

【参加費】工作材料１セット 

につき５００円 
 

親子体験講座 

「みんなであそぼう」 
お友達と一緒に楽しいあそびを 

してみませんか？ 

定員 親子３０組 

１歳から２歳までのお子様と保護者の皆様とでご一緒に、ご家

庭では体験しにくい遊びを楽しんでいただきたいと思います。

皆様のご参加をお待ちしております。 

 

お申込方法 

＊申込受付期間 

１０月１８日（金）～１１月１１日（月） 

（定員になり次第締切） 

２０１７年４月２日～

２０１８年１０月３１

日生まれのお子様と保

護者の方 

１０:００～ 

１３:３０ 
お弁当、飲み物、着替

えなどお子様に必要

なもの 

【場所】 

アルテア子ども館 

【参加費】 

親子１組５００円 

 

甲府市 
子育て世代包括支援事業 

「子育てすくすく広場」 
定員 親子２０組 

 お母様方、お子様方、みんなで楽しく遊びながら、心のふれあいを深めていただく場です。 

甲府市の保健師さんとの座談会や子育て相談もございます。皆様のご参加をお待ちして 

おります。 

お申込方法 

＊１１月１３日（水）締切 

（定員になり次第締切） 

甲府市在住の 0 歳～ 

1 歳のお子様とお母様 

１０:００～ 

１２:００ 
お子様に必要なもの 【場所】アルテア子ども館 

【参加費】無料 

 対 象 時 間 持ち物 備考 

 

子育てサロン 

お好きな回にどなたでも 

ご参加いただけます 

１回の定員 親子３０組 

「子育てサロン」は、子育ての喜びも悩みも共感できる仲間づくり   

をしていただく場で、毎月１回行っています。お好きな回にどなた   

でもお申し込みいただけます。お仕事などで定期的に「アルテア子     

ども館」に通えない方にも、ご都合のよい時にいらしていただきた 

いという思いで行っているサロンです。お子様を連れて、ぜひ遊び 

にいらしてください。 

＜内容＞読み聞かせ、リズムあそび、工作、自由あそび、子育て相談など 

お申込方法 

 ＊10 月 31 日（木）締切 

（定員になり次第締切） 

０～３歳までのお子
様とお母様（お父様、
祖父母の皆様の参加
も歓迎いたします） 

１０:００～ 

１３:３０ 

 

お弁当、飲み物、着替え 

などお子様に必要なもの 

【場所】 

アルテア子ども館 

【参加費】 

親子１組５００円 

   ５日 （火） 

 ２1日 （木） 

 １４日 （木）  

７日（木） 

１２日（火） 

TEL 

 １日（金） 

11 月の予定 

 ２６日（火） 

TEL 

Tel.055-224-1340 

URL  http://www.ygk.ed.jp/altea.html 

 

山梨学院幼稚園 子育て支援センター 

「アルテア子ども館」 
★お子様とそのご家族の皆様にひらかれた施設です。 

地域の皆様のご参加をお待ちしています。 
  開館時間 月～金曜日 ８：30 ～ 18：30 

  ※長期休暇保育 8：00 ～ 18：30 

  （祝日・休館日を除きます） 

 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

山梨学院幼稚園子育て支援センター 

アルテア子ども館だより 
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
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対 象 

 

時 間 

 

持ち物 

 

備考 

第１０回 

子ども・子育て支援全国研究大会２０１９  

「子育て横丁」 

１１月２８日～２９日にかけて「第１０回子ども・子育て支援全国研究大会２０１９」が、

山梨県で開催されます（主催：日本子ども子育て支援センター連絡協議会）。 

子育て支援について、関係者が情報共有・研究・協議する全国規模の大会です。 

２９日（金）は、親子で楽しんでいただけるような遊びの広場「子育て横丁」が設けられ

ます。この大会には、アルテア子ども館の教員も運営側として参加いたします。是非、お

子様をお連れになり遊びにいらしてください。 

お申込不要 

 
 

どなたでも １０:００～ 

１３:３０ 
※詳細は、後日改めて

お知らせいたします。 

お子様に必要なもの 

 

【場所】 

甲府記念日ホテル（旧 

甲府富士屋ホテル） 

【参加費】無料 
     

あずかり保育 
地域子育て支援保育 

★「地域子育て支援保育」は、 

地域子育て家庭のためのいわゆ

る「一時預かり」です 

 

定員：５０名 

本園が開園中は原則として毎日、「あずかり保育・地域子育て支援保育」を行っています。

通常の保育時間は 15：00～18：30 です。地域のお子様も大歓迎です。 

日によって、またご家庭のご事情に応じて、朝から夕方までのお預かりもしております。 

16:00 頃から次の様な活動をしています。 

＜1１月の保育プログラム＞ 

（月）●大学の先生と遊ぼう【リズムで遊ぼう】 

講師：川上 琴美（山梨学院短期大学保育科教授） 

（金）●中国語で遊ぼう 

講師：陳 穎琪（チン エイキ）様 

（山梨学院大学に在籍する中国からの留学生） 
お申込方法 

 
＊申込書を直接「アルテア子ども館」まで

お持ちいただくことも可能です 

本園のお子様、地域

の３歳～小学６年生

のお子様※３歳未満の

お子様でも可能な場合に

はお預かりいたします。 

８:３０～ 

１８:３０ 
着替え、水筒、 

お弁当（１日利用の場合）

※持ち物すべてお名前を 

お書きください。 

料金は、こちらをご覧 

ください。 

 

地域子育て支援拠点事業 

★アルテア子ども館は、お子様とその 

ご家庭の皆様にひらかれた施設です 
開館：月曜日～金曜日 

時間：９：００～１４：００ ＊祝日・休館日を除きます 

＜事業内容＞ 

〇子育て相談  〇子育てサークル 

〇子育てサロン 〇親子体験講座  〇母親クラブ 

毎月の「アルテア子ども館だより」をご覧いただき、お気軽に 

ご利用ください。子育てに関する相談もお受けしています。 

 

【お知らせ】   

・１１月１４日（木）は、「子育てすくすく広場」、１９日（火）は「親子体験講座」、２８日（木）は「２歳児クラス」を行うため、 

子育てサークルはお休みさせていただきます。 

・１１月２０日（水）は、県民の日のため、休館させていただきます。 

 

 

 

 
 
 
 
 

◎本園 Web サイトから各子育て支援事業の詳細なご案内と申込書をダウンロードしていただけます。ご希望のものがございましたら、

申込書に必要事項をご記入のうえ、FAX でお送りいただくか直接「アルテア子ども館」までお持ちください。お電話でのお申込み

も可能です。 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fax TEL 

１１日 
２５日 

 １日・ ８日 
１５日・２２日 

 

 
 
 
〒400-0805 山梨県甲府市酒折二丁目８-１ 
ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ.ｙｇｋ.ｅｄ.ｊｐ/ 
TEL：055（224）1390  FAX：055（224）1394 

子育て支援センター 
アルテア子ども館 

〒400-0805 山梨県甲府市酒折二丁目１２-１８ 
ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ.ｙｇｋ.ｅｄ.ｊｐ/ 
TEL：055（224）1340  FAX：055（224）1993 

★今月の放送内容につきましては、未定のため、山梨日日新聞番組欄にてご確認いただければ幸いです。 

★本園 Web サイト（http://www.ygk.ed.jp/kosodateradio.html）では、過去に放送した子育て相談の内容を短くまとめたものをご紹介しております。 

★「アルテア子ども館」では、日常的な直接相談、お申込による個別相談も行っております。 

子育て相談 

子育てを楽しいものにするために、本園の三神敬子前園長と田村優子副園長が、子育てに関わるすべての方々の悩みを共に考えながら、 

具体的な問題にお答えしています。 

１１月子育て相談番組≪楽しい子育て≫  ＜ＦＭ甲府＞76.3MHz 毎週 日曜日 AM9:30～10:00（再放送含む） 

（インターネットサイマルラジオ http://www.jcbasimul.com/でもお聴きいただけます） 

 

 ２９日 （金）   


