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 日 曜 行事 

1 火 体育教室（めろん・ぶどう組） 

3 木 語りの会（めろん・ぶどう組） 

4 金 サッカー教室（ばなな組） 

7 月 歯科検診（9時～） 

 8 火 体育教室（めろん組） 

9 水 リトミック教室（ぶどう・ばなな組） 

18 金 誕生会 

21 月 
英語教室（めろん組） 

保育参観（めろん組） 

23 水 
サッカー教室（めろん・ぶどう組） 

保育参観（めろん組） 

25 金 避難訓練 

29 火 科学遊び（めろん組） 

１～８日 身体計測 

◎行事につきましては、今後の状況の変化により 

変更することがあります。 

 

◆出席のシール貼りについて（ばなな・ぶどう・めろん組） 

日付や数字に親しむ活動として、ぶどう・めろん組は登園してから出席ノートにシールを貼っています。ば

なな組は 6月より遊びの中で、園で用意した出席カードを使って毎日の日付を確認しながら、シール貼りを始

めたいと思います。月末に持ち帰りますので、出席確認をお願いします。 

※出席ノート（ぶどう・めろん組）は持ち帰った次の日に持って来てください。 

 

◆水分補給について 

 ぶどう・めろん組は、毎日水筒の準備をしていただきありがとうございます。天候や活動に応じて、その他

のクラスも水分補給を行っています。 

 

◆送迎時の安全について 

 お子様と手を繋ぎ、目を離すことがないようお願いします。また、玄関ポーチ、駐車場ではお子様が走りま

わって遊ぶことがないようにご配慮ください。 

 

◆お着替え袋について 

衣替えの季節となりました。お着替え袋の確認（上下の衣服・下着・靴下・記名等）をお願いします。また、

心地よく過ごせるように汗をかいた時には着替えをしたいと思いますので、持ち帰ったときには補充をして翌

日お持ちください。お着替え袋は 5月２８日（金）に持ち帰ります。 

 

雨の日が多くなり、日中は少し動くと汗ばむ陽気となってきました。朝晩との気温差に体調

管理が難しくなってきますが、元気に乗り切れたらと思います。 

6月も晴れた日には戸外でのびのびと身体を動かしたり、季節ならではの自然に触れたりし

て遊びを楽しんでいきたいと思います。また、引き続き、うがい、手洗いを子どもたちと一緒

に取り組み、健康と安全を大切に過ごしていきたいと思います。 

6月の予定 

◆保育利用料振替 

５月分の保育利用料の振替は、6月１４日（月）です。 

4月分の延長、土曜食事、用品代も併せて振替させていただ

きます。 

◆保育参観（めろん組） 

参観当日、参観される方が問診票の記入をして来園時に

提出をしてください。ご協力よろしくお願いします。 

※問診票は後日お配りします。 



令和 3年 4月２6日 

保護者の方へ 

実生こども園 

 

 
                                

 

 

 

 

  

 日 曜 行事 

10 月 英語教室（めろん・ぶどう組） 

11 火 体育教室（めろん・ぶどう組） 

13 木 サッカー教室（めろん・ぶどう組） 

14 金 誕生会 

18 火 体育教室（めろん組） 

19 水 リトミック教室（ぶどう・ばなな組） 

20 木 自然と遊ぼう（めろん組） 

21 金 サッカー教室（ばなな組） 

２8 金 避難訓練、ありがとうの日 

6～13日 身体計測 

◎行事につきましては、今後の状況の変化により 

変更することがあります。 

 

 

 

◆服装について 

園では室内の温度調整や湿度に配慮しているため、一年を通してばなな・ぶどう・めろん組は体操服の半袖、

半ズボン、さくらんぼ・いちご・みかん組は薄手の服装で過ごしたいと思っています。通園の際に、上着など

で調節していただき、基本は薄着を心がけていただきますようお願いします。 

 

◆5月の土曜保育について 

5 月 1 日と 8 日の土曜保育を希望される方は、4 月２８日（水）までに申立書を提出してください。給食

の発注の関係上、事前に希望状況を把握させていただきたくご協力をお願いします。 

 

◆新型コロナウイルス感染症への対応について 

感染者が増加し、県内でも心配な状況が続いております。引き続きお子様は登園前に検温をして頂き、健康

状態を確認して登園をお願いします。また、送迎をされるご家族の方が体調不良の場合には、園内への出入り

ができませんのでご了承ください。 

ご家族内に感染や濃厚接触またはその疑いがある場合には、速やかに園の方までお知らせください。 

※町民福祉部子育て支援課より「新型コロナウイルス感染症の発生時における対応基準」を再度配布いたし

ますのでご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

入園・進級から 1カ月近く経ちました。ちょっぴり緊張ぎみだった子どもたちも、日に日に

笑顔が増え、少しずつ新しい環境に慣れてきた様子がうかがえます。 

天気の良い日には、園周辺へお散歩に出かけたり、園庭で元気に遊んだり、春の日差しや風

に触れながらのびのびと楽しむ姿が見られます。 

5月も春の自然に触れ楽しむことができるよう、楽しんでいきたいと思います。 

5月の予定 
自然と遊ぼう 

しらとり公園で講師

の方と一緒に、自然に触

れる体験を予定してい

ます。持ち物等につきま

しては、後日お知らせし

ます。 

ありがとうの日 

日頃お世話になっているご

家族の方に感謝の気持ちを表

したいという思いから、母の

日、父の日、敬老の日等を含め

て「ありがとうの日」としてい

ます。子どもたちからのプレゼ

ントを予定しています。 

◆保育参観（めろん組）について 

保護者の方にお子様の園での生活を見てい

ただく機会として、6 月に保育参観を予定し

ております。詳細につきましては後日お知ら

せします。 

 

◆保育利用料振替 

4月分の振替は、5月１２日（水）です。 

事務処理の都合上、延長、土曜食事、用品代は４、５月分

まとめて来月振替とさせていただきますので、よろしくお願

いします。 

◆保育時間について 

保護者の方が、平日に仕事がお休みで、保育を必要

とする場合は、教育標準時間の 8：30～１６:００内

でお願いします。 

 



令和３年 4月 1日 

保護者の方へ 

実生こども園 

 
                                

ご入園・ご進級おめでとうございます！ 

暖かな春の陽気とともに、新年度がスタートしました。新しいクラスや担任、持ち物にワクワク、ドキドキ

する子ども達。今からどんな成長がみられるか楽しみです。子どもたちが安心して楽しく過ごせるよう、 

あたたかく関わり、お子様の成長をご家族の方と共に喜び合いながら過ごしたいと思います。 

 保護者の方には、実生こども園の活動にご理解とご協力をいただきますようよろしくお願いいたします。 

 

  

日 曜 行事 

１ 木 学期始まり 

5 月 英語教室（めろん・ぶどう組） 

8 木 語りの会（めろん・ぶどう組） 

９ 金 サッカー教室 

（めろん・ぶどう組） 

１３ 火 体育教室（めろん・ぶどう組） 

１４ 水 リトミック教室     

（ぶどう・ばなな組） 

１６ 金 誕生会 

２０ 火 体育教室（めろん組） 

２１ 水 サッカー教室（ばなな組） 

２２ 木 避難訓練 

５～１２日 身体計測 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

◆延長保育・土曜保育申請について 

  ・就労その他の理由で、家庭での保育が困難な場合に限ってのみ延長保育・土曜保育を実施します。 

  ・買い物や兄弟の習い事の送迎などでの延長保育利用は原則できません。 

・両親どちらかが仕事がお休みの場合は、土曜保育利用は原則できません。 

 ・土曜保育が必要な方は別途利用申請書または申立書を提出していただきます。 

※土曜保育申立書は、保育を必要とする週の水曜日までに提出してください。 

 

◆シール帳の取り扱いについて（めろん・ぶどう組） 

  ・シール帳は園でお預かりさせていただきます。月末に持ち帰りますので、翌日お持ちください。 

 

◆玄関の自動ドアについて 

  ・自動ドアの開閉は、安全上保護者の方が行うようにご協力をお願いします。 

 子どもたちの成長や人数の変化に伴い、クラス

運営、保育教諭の配置が変わる場合がありますの

で、ご理解ください。 お知らせ・お願い 

職員紹介 
 

園  長  ……  山本 宏子 

主幹保育教諭  ……  山口 こずえ 

めろん組  ……  西嶋 麻里子  

ぶどう組  ……  長原 汐里 

ばなな組  ……   岡本 穂乃佳  松野 玲実 

みかん組  ……  後藤 裕美   坂下 莉依奈 

山下 愛香   南谷 真樹子 

いちご組  ……  上野 絵里香   西田 里華  

宮本 愛子    

さくらんぼ組  ……  河本 裕子（看護師） 

     宮﨑 祐依   

フ リ ー  ……  石田 冴美  澁田 真奈美   

         小林 美喜  中橋 香織 

         城戸 静香  山本 洋子 

も  も組  ……  杉山 絹江 

給  食  ……  菊池 美里   髙島 静     

矢鋪 裕美   髙田 幸枝 

◆保育利用料振替えについて 

3月分の保育利用料の振替えは、4月１２日（月）です。 

※新学期用品は、4月分の保育利用料と一緒に5月12日（水）

に振替えとなります。 
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