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ご入園・ご進級おめでとうございます。
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今年度うめぐみの担任になりました、中内悠雅、小森紫奈子、

【教育目標】

４月生まれのおともだち
さいとう

ひまりちゃん

おめでとう★

意欲と思いやりの心を育てたい

１．げんきな子
２．あいさつのできる子

中村範子です。至らない点もあるかと思いますが、子どもたちが

３．なかよくできる子

〈新入園児の慣らし保育〉

安心して楽しく過ごしていけるよう精一杯努めさせていただきま

【おやくそく】

す。また、お子さんも保護者の皆様も期待より不安のほうが大き

・わたしたちは、いきものをかわいがりみんなとなかよくします。

・４/ ６(火)～４/１２(月) １１：００降園
・４/１３(火)～４/１９(月) １３：００降園

いかもしれませんが、園生活について不安なことや心配なことが

・わたしたちは、せんせいのいうことをよくきいて、うそやわるぐ

なかむらのりこ

ちをいいません。

ございましたらお気軽にご相談ください。
一年間、どうぞ宜しくお願いします。

・わたしたちは、ものをたいせつにたのしくあそび、よいこどもに
なります。

★クラス目標★

◎１日の流れ◎

思いやりの気持ちをもって友だちと仲良く過ごす

＜ほとけさまのことば＞
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入園、進級を喜び、園生活に親しもう

４月の予定
日

月

火

水

木

金

土

１

２

３

春休み（自由登園・送迎児保育）
４

１１

５

１２

６
始業式
慣らし保育19日まで
１３

７

１４

入園式

８
花まつり

９
花まつり集会

１０

土曜保育

１５

１６

１７

土曜保育
１８

１９

２０

２１

２２

通常保育開始
２５

２６

２７

お誕生会

身体測定

２８

２９

昭和の日

２３
避難訓練
（事前学習）
3

0

２４
休園

8：00 登園 (8:00 前に登園する場合は、事前にお知らせください)
登園バス出発
持ち物の始末・着替え・自由遊び
9：00 登園完了（必ず 9 時までに登園を完了してください）
9：30 片づけ
9：40 手洗い・うがい・排泄
10：00 朝の活動
主活動
自由遊び
11：30 片づけ・手洗い・うがい・排泄
給食準備
12：00 給食
12：30 ごちそうさま
歯みがき(６月からの予定ですが、コロナウイルスのため、今のところ行う予定はありません)
排泄・紙芝居
13：00 午後の主活動
自由遊び
14：00 帰りの活動
順次降園
15：00 バス降園
15：10 片づけ・手洗い・うがい・排泄
15：30 預かり保育(おやつ)
16：00
自由あそび(うめぐみ)
17：00
つぼみ組・たんぽぽ組の教室に移動
18：30 閉園

○花まつり集会

４／９

※給食なし
※給食あり

(金)

※「花まつり」は、お釈迦様のお誕生日(正式には４月８日
がお誕生日)をお祝いする行事です。
９(金)は、お花を一輪(種類は自由)持たせてください。朝登
園したら、保護者の方と一緒に花御堂にお花を飾り、甘茶を
かけてお祈りします。
※この日は、年長児・年中児は制服で行事に参加しますが、
うめ組の園児は体操服登園で構いません。

○親子遠足
今年度は、コロナウイルスの影響で中止になります。

★制服登園について★
※５／１０（月）から制服登園になります。登園したら、制服
から体操服に着替えますので、自分で着替えられるようにお
家で練習をお願いします。また、脱いだ制服はたたんで巾着
にしまいますので、そちらの練習もお願いします。
※制服のネクタイは取れやすく、
紛失しやすいので、名前を
書き、ネクタイの右側のみ
図の位置に縫い付けて
ください。

★登降園時間・欠席・遅刻・早退時の連絡について★
○朝は必ず９時までに登園してください。降園は１４時からに
なります。
○８時前に登園する場合は、必ず前日までにご連絡ください。
○欠席・遅刻をする場合は当日の９時まで、また早退(１４時
前に降園)する場合は、口頭や、連絡帳でもかまいませんの
で、必ず担任まで連絡をお願いします。
○送迎バスを利用している園児について、バスに乗車しない場
合は、朝は７：５０まで、帰りは１４：５０までに必ず園に
連絡してください。
○金曜日に欠席する場合は園まで荷物を取りに来てください。

★毎週金曜日に持ち帰るもの★

うめぐみだより No.2

○上履き(上履き入れに入れて持ち帰ります)
○カラー帽子
○スモック

★毎日持ってくるもの★
○コップとおはしセットを入れた布袋
(出し入れしやすい大きめな布袋に２つ一緒に入れてください)

洗濯して月曜日に持たせてください。

★活動内容★
○毎週月曜日

静座指導(１０：００～１０：３０) ５月から

○ループ付きタオル

○月曜日(月２回)

英語指導(１０：３０～１１：００) ９月から

○出席カード、連絡帳、預かり保育カード

○水曜日(月３回)

スイミングスクール(１３：００～１４：４０) ５月から

（上記の３点をお便りケースに入れて持たせてください）

※スイミングは「イーグルイトマンスイミング古河」で実施のため

※これらを通園バックに入れて毎日登園します。

希望者のみの参加になります。年少児から入会可能ですので、体

○５月から体操服を入れた巾着袋 (脱いだ制服を入れて持ち帰ります)

力アップや健康増進のため是非入会のご検討をお願いします。年

※出席カードや連絡帳・コップ・名札にはキャラクターなどのシー

長になりましたら、基本的に全園児の入会をお願いしておりま

ルを貼らないでください。
※お便りケースや通園バッグなどには、キーホルダーを付けないで

す。希望される方は担任まで声をかけてください。
○毎週木曜日 午前 体操指導(１０：００～１０：３０) ５月から

ください。付ける場合は、園から渡す「こども守り」と「お誕生

サッカー指導（１４：１５～１５：００）

日マスコット」のみでお願いします。また、お便りケースの中に

課外体操指導（１５：１５～１６：００）

はペンやハンコなどの筆記用具は入れないでください。

※サッカー指導と課外体操指導は希望者のみです。

※おもちゃ・カード・シール・お菓子など園生活に必要ないものは
持たせないでください。
※トイレの後に手を拭くハンカチまたはミニタオルを、制服と体操

★土曜預かり保育について★
○時間
○持ち物

服のポケットに毎日入れてください。また、必ず名前を書いてく
ださい。
※コップ・おはしセットはお家で洗っていただき、毎日キレイなも

８：００～１７：００(土曜日が祝日の場合は休園)
お弁当・水筒・おやつ・上履き・カラー帽子
手拭きタオル・出席カード・連絡帳

○料金

1000 円(15:30 以降は預かり保育料 200 円が別途かかります)

※お仕事で家庭保育のできない保護者の園児のみお預かりします。

のを持って来てください。

土曜保育を希望する場合は、その週の木曜日までに担任までご連

毎日使用するものは名前が消えやすいのでこまめに確認していた

絡ください。

だき、消えたり、薄くなっていたりしたら書き直してください。
※名札は制服に毎日忘れずに付けてください。
（１つは英語指導で使用しますので、園で預かっています）

★毎週月曜日に持ってくるもの★
○上履き(上履き入れに入れてください)
○カラー帽子
○スモック
これらを通園バックに入れて持ってきます。
※スモックは給食時や製作の時に使います。使用したら持ち帰りま
すので、次の日に新しいスモックを持って来てください。

お知らせ

★お着替え袋について★
○園生活で汗をかいたり、遊びの中で汚れてしまったりした時など
に着替えられるよう、園に置いておく着替え袋をご用意くださ
い。中身が出ないよう巾着袋でお願いします。
巾着の中身は上着・ズボン・半袖又は長袖のシャツ・半袖の下
着・パンツ・靴下を３着ずつ、ビニール袋数枚を入れてくださ
い。(衣類だけでなくビニール袋にも必ず名前を書いてください)
※汚れた服はビニール袋に入れて持ち帰りますので、服を持ち帰っ
た次の日には補充用の衣服と、ビニール袋を持って来てくださ
い。
※お着替え用の靴下も、黒か紺のハイソックスでお願いします。
○お着替え袋は４／６(火)までに持って来てください。

○出席カードの最初のページの記入をお願いします。
○住所・電話番号・緊急連絡先などが変わりましたら、その都
度お知らせください。
○園児の名前が書いてある A4 サイズの白い封筒は１年間使い
ますので、持ち帰りましたら必ず園まで返却してください。
○薬をお持ちいただく場合は、名前を書いて必ず１回分だけを
持たせてください。また、必ず口頭か連絡ノートでお伝えく
ださい。連絡がない場合は飲ませられません。
○連絡帳に担任への連絡事項を記入した場合の日付は、登園す
る日の日付を記入してください。（前日の夜に記入した場合
は、その日の日付を書かないように注意してください）また、
保護者の方が記入した連絡事項の方には保護者印を押さない
ようにお願いします。なお、担任の方で連絡内容を確認しま
したら確認印を押しお返事を書きますので、保護者の方は担
任の返事を確認したことが分かるように、保護者印かサイン
を必ず記入してください。
○月末に出席日数をまとめる都合上、毎月の最後の日に出席カ
ードを預からせていただきます。次の登園日にお返しします。
確認後、出欠席表の保護者印欄に印をお願いします。
○お道具箱・自由画帳・クレヨン・マーカーペン・色鉛筆(ケー
ス、一本ずつ)・絵の具・のり・折り紙ケース・粘土類など、
全てに名前を書き、７日(水)までに持って来てください。
○クレヨン・マーカー・のり・自由画帳などの注文がある場合
は、その都度お知らせください。追加注文の場合は雑費袋を
配布致しますので、その時に請求させていただきます。
○毎月のお誕生会の日はお弁当・水筒（中身は水、お茶、スポ
ーツドリンク）を持参してください。ゼリーや果物などのデ
ザート類は持たせないよう、お願いします。
○１５：３０からは預かり保育となります。出席カードに預か
り保育カードが挟んでありますので、預かり保育を希望され
る場合はカードのカレンダーの日付に丸を付けてください。
急遽、預かり保育を希望する場合は、必ず園に連絡をしてく
ださい。連絡がなく１５：３０を過ぎた場合は、預かり保育
とさせていただきますのでご了承ください。
○教材費を集金致します。雑費袋と一緒に今年度購入したもの
の用紙もお渡し致しますので、よろしくお願いします。
○雨の日は、傘をさして長靴で登園してください。
○雑巾２枚、ＢＯＸティッシュ１箱、ハンドソープ１つを名前
を記入して１６日(金)までにお持ちください。ご協力よろしく
お願いします。
コロナウイルス感染拡大防止のため、登園前に必ず検温を
していただき、連絡帳に体温を記入してきてください。感染
予防のため、園でお茶うがいを行いますので、水筒にお茶を
入れてお持ちください。また、必ずマスクの着用も合わせて
お願い致します。着用が難しい子に関しましては、担任まで
お伝えください。ご理解・ご協力の程、お願い致します。

