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●ひよこ
 先月は発表会がありましたね。初めての事に泣いて

しまうのかな？と心配していたのですが、当日は朝

からご機嫌でおうちの人にバイバイして離れると舞

台でもいつものようにお返事をしたり手遊びをした

りとその場を楽しんでくれているようでした。参加

協力頂きありがとうございました。 クラスではお友

だちの名前や、せんせ～と呼ぶ声が良く聞かれるよ

うになりました。時にはお歌を聴かせてくれる子も

いたりと更に賑やかさが増しています。自分の事が

ほんの少しだけ出来るようになり、お着替えの時に

自分でズボンを履くお友だちや、食事用のエプロン

をかけたりしています。病気の流行るこの時期です

が、元気なお友達が多く外遊びの楽しい毎日。順調

にぺんぎん組さんになる準備が進んでいる様子です。

残り 1ヶ月も元気に過ごしていきたいと思います。1

年間ありがとうございました。

●ぺんぎん
 先日は発表会へのご参加、ご協力ありがとうござい

ました。舞台裏では緊張している子もいましたが、

大好きな音楽が流れると和やかに発表することがで

きました。お気に入りの三ツ矢サイダーの手遊びで

も、子どもたちのかわいらしい姿をお届けすること

が出来たと思います。お散歩中など一人が歌い出す

と、後から続いて歌い大合唱になっています。

 1 年前の４月は、お家の人と離れることが寂しくて

泣いていた子どもたちでしたが、今では毎日ニコニ

コして遊んでいる姿に成長を感じました。お友だち

の名前を呼び合ったり、関わって遊ぶことも増えて

きました。ぺんぎん組で過ごすことも残りわずかで

すが、少しずつうさぎ組さんに遊びに行き、新しい

環境に慣れ、楽しみにできるようにしていきたいと

思います。１年間たくさんのご協力、ご理解を頂き

ありがとうございました。

●うさぎ
 先日は発表会のご参加ありがとうございました。練

習の時に園長先生とした「泣かないでニコニコのこ

ぶたさん見せてね！」の約束通りたくさんたくさん

頑張った子どもたち。裏のお部屋では「今日はママ

たち見てる？」と何度も確認していました。みんな

で「エイエイオー！」と一致団結し、舞台上では練

習以上の大きな声、堂々とした姿に成長を感じとて

も感動しました。

 うさぎ組での 1年間、「やってもいいの？」とドキ

ドキしながらも様々なことに挑戦した子どもたちで

す。最初はできず、諦めてしまうこともありましたが、

いつの間にかできるようになり「せんせー！でき

たー！」と出来たときには思いっきり喜ぶ子どもた

ちの声を近くで聞くことができとても嬉しかったで

す。

 うさぎ組も残り１ヶ月となりました。ついに憧れの

幼児クラスのお兄さんお姉さんの仲間入りです。う

さぎ組での生活を楽しみながらみんなで一緒に進級

を楽しみにしたいと思います。１年間、たくさんの

ご理解とご協力ありがとうございました。

１(木 ) ひな祭り会･お誕生日会
２(金 ) お別れ遠足 (つき )
３(土 ) 新入園児面談
５～９ 身体測定週間
６(火 ) ひな人形仕舞
７(水 ) 保健指導 (つき )
８(木 ) 調理保育 (はな )
14( 水 ) 幼児体育指導
16( 金 ) 0 歳児健診・新入園児健診
24( 土 ) 卒園式
26( 月 ) 新クラススタート
★予告なし避難訓練

３(火 ) にじいろワークショップ
９～ 13 身体測定週間
10( 火 ) 避難訓練
13( 金 ) チューリップ畑 (4.5 歳）
16( 月 ) 幼児体育指導
19( 木 ) 歯科検診
20( 金 ) お誕生日会
21( 土 ) 親子レクリエーション
27( 金 ) こいのぼり飾り

 新クラス説明会を下記の日程で実
施させていただきます。説明会では、
新クラスによるクラス運営方針、予
定などを説明させていただきます。
お忙しい中とは思いますが、ご出席
の程よろしくお願いいたします。

５(月 ) 新つき組
６(火 ) 新はな組
７(水 ) 新ことり組
８(木 ) 新うさぎ組
９(金 ) 新ぺんぎん組
★時間 17:00 ～ 18:00
27( 火 ) 新ひよこ組
★時間 10:00 ～ 11:00

★４月の予定に関しては、まだ予
定です。後日年間予定表を配布致
します。また、親子レクリエーショ
ンの詳細は、後日しおりを配布い
たします。

3 月の予定

新クラス説明会

４月の予定

◎園長　　田中奈穂美　　 ◎主任　　中村　円香　

★はクラスリーダー

●ひよこ組 (０歳児 )　　　★小茂田景子  中野　幸恵

●ぺんぎん組 (１歳児 )　　★小川　美穂  福田　直也　小川　聡子

●うさぎ組 (２歳児 )　　　★阿部　凜菜　柏木美由紀　小林江見子

●ことり組 (３歳児 )　　　★安藤　里菜  曽  彰子

●はな組 (４歳児 )　　　　★長岡友理子  小坂　真弓

●つき組 (５歳児 )　　　　★刈屋　怜香　木崎　伶美

●フリー　　　　　　　　 乳児 :佐藤 千明　　幼児：三浦 美和

◎看護師 　　平野　理香

◎栄養士   ★佐藤　麗奈　 関塚　郁美

◎調理師  　 松山　李恵

◎事務兼保育 山内　涼子

◎経理    　 宮本　和代

◎保育補助   赤坂万里子　　大野美知恵　　小林　恭子

       　　　小林　龍見　　宮澤　美和　　宮寺ゆう子

退職

 看護師の松尾貴子が家庭の事情により3月 31日で退職いたします。
これまで保育園の子どもたちの幸せを第一に願い、精一杯頑張って
くれました。退職は非常に残念ですが、今後の活躍を大いに期待し
たいと思います。保護者の皆様にはこれまで本当にお世話になり、
ありがとうございました。

休職・復職

 保育士の氏井亜湖は、育児休暇取得のため休職となります。4月
より、看護師の平野理香が復職いたします。よろしくお願いします。

●ことり

 先日の発表会ではご協力、ご参加ありがとうござい

ました。練習を始めた頃は、恥ずかしくてなかなか

声が出なかった子どもたちですが、当日は緊張しな

がらも舞台上では堂々とセリフを言う姿に成長を感

じ感動しました。発表会を終え、きっと子どもたち

の自信にも繋がったと思います。

 幼児クラスになり、初めてのことにたくさん挑戦し

てきた１年間。友だちと過ごす中で、たくさん泣い

たり笑ったりしました。甘えたい気持ちがまだまだ

ある中、一生懸命活動に取り組み、「できた」と自信

を持つと同時に「やってみたい」と新しいことにも

興味を持ち、挑戦してきました。日々成長する姿を

見守ることができて本当に嬉しく思います。ことり

組も残り 1ヶ月となりましたが、引き続き毎日楽し

く笑顔で過ごしていきたいと思います。この 1年間

たくさんのご理解とご協力ありがとうございました。

●はな

 発表会では「ドキドキした！」「舞台に立つと前が

見えなかった」「楽しかった！」という子どもたち。

子どもたちと考えてきたからこそ、楽しい発表会に

なったようです。ときに悩んだり、考えたりしなが

ら今回の発表会で自信がついたと思います。たくさ

んの応援・拍手をありがとうございました。

 この一年間たくさんのことに挑戦してきました。縄

跳び・まりつき・鉄棒･･･等、最初は出来なくても毎

日の積み重ねで出来るようになることを知り、出来

たときの喜びをたくさん感じることが出来ました。

そして仲間を意識する中で、けんかもたくさんあり

ました。そのたびに話し合い様々な気持ちを経験す

ることではな組として少しずつ気持ちが一つになっ

てきているところです。お友だち同士で支え合い、「頑

張れ！」「出来るようになったのすごいね！」と声を

掛け合っている姿が増え、子どもたちの成長を嬉し

く思いますはな組で過ごすのも残り一ヶ月、たくさ

んの成長を子どもたちと感じ、褒めていきながら一

日一日を楽しく過ごして行きたいと思います。そし

て、遠足で行けなかった松原中央公園にも行きたい

と思います。一年間ご理解・ご協力ありがとうござ

いました。

●つき

 発表会では、温かい拍手をありがとうございま
した。最後の大きな舞台で心を一つに仲間を信じ
て堂々と演じた子どもたちはとても立派でした。
終わった後も立て続けに行事が入っていますが１
つ１つの行事を全力で楽しんでいます。
 そんな保育園生活も残り１ヶ月をきりました。
この１年で大きく成長した子どもたち。負けず嫌
いでガッツがあって、おしゃべりが大好きで、食
べることも大好き。そんな賑やかなつき組の子ど
もたちとの日々は最高に楽しかったです。お別れ
はとても淋しいですが、新しいスタートを切る子
どもたちのこれからの成長を離れたところから見
守っていきたいと思います。保護者の皆様、これ
まで沢山のご協力、ご理解を頂きありがとうござ
いました。

よろしくお願いします

スタッフ紹介H30 年度

 木々や花が芽吹き始め、 色鮮やかな景色に変わりつつあります。
季節はすっかり春ですね。 園内に差し込むやわらかな陽射しが、
今年度の残りわずかな時間をそっと包み込んでくれるような気がし
ます。
 先日はお忙しい中、 発表会に参加していただきありがとうござい
ました。 たくさんのお客様を目の前に無言になったり、 『ドキドキす
る』 と緊張していた子どもたちがいざ舞台へ上がると 『見て !! こ
んなに上手にできるよ』 『こんなことが一人でできるよ』 と胸を張っ
て演技していたことに驚き感動しました。 やりきった子どもたちの顔
は皆笑顔で自信に満ちていましたね。 頑張った子どもたちに拍
手です。 行事を終えるたびに一回り大きく成長してきた子どもた
ちです。 また、 新たなる挑戦に向かって力一杯突き進んでいける
よう、 職員一同全力でサポートしてまいります。
 今年度も保護者の皆様には多大なるご協力をいただき、 心より
感謝申し上げます。 新年度も 『子どもたちの心を大切』 に保
育して参りますので、 どうぞよろしくお願い致します。


