
●ことり

  ご進級おめでとうございます。

 ことりぐみになることをドキドキワクワクしていた

子どもたち。 一人ひとりのペースを大切にして、

毎日楽しく安心して過ごせるようにしていきたい

と思います。

 そして、 ついに幼児クラスの仲間入りとなり、

参加していく行事や新しい活動も増えていきま

す。 体験していく中で、 子どもたちの 「できた！」

という喜びを感じられるようにしていきたいです。  

 一年間どうぞよろしくお願いします。

●はな

  ご進級おめでとうございます。

 新しいお部屋に 「もうお兄さんお姉さんだから」

と目をキラキラさせていた子どもたち。 初めての

ロフトのあるお部屋や道具箱に興奮しながら、

とても嬉しそうに張り切っています。

 毎日保育園が楽しいと思ってもらえるよう、 子

どもたちと日々の活動を一緒に楽しみながら、

いろいろなことに挑戦して笑顔で充実した日々

が送れるようにしていきたいと思います。

 一年間どうぞよろしくお願いいたします。

●つき

  ご進級おめでとうございます。

 いよいよ保育園の中で一番上のお兄さん ・ お

姉さんです。 憧れのつき組でワクワクしている子

どもたち。 担任 2 人も今から子どもたちといろ

んなことができることを楽しみにしています。様々

な事に挑戦しながら 「できた」 という経験を増

やし、 自信を持って生活できるようにしていきた

いと思います。 最後の 1 年間、 子どもたちとた

くさんの思い出を作り、 「楽しい」 と毎日感じな

がら笑顔で元気いっぱい過ごしていきたいと思

います。 どうぞよろしくお願いいたします。

4 月の園だより
あおぞら保育園 2019 年 4 月号

お知らせ

 羽村市主催の 『チューリップまつりの会
場』 に、 つき組さんが色付けをしたこい
のぼりが飾られます。 お時間のあるご家
庭は、 ぜひご覧ください。

チューリップまつり開催時期
　4 月 6 日 ( 土 ) ～ 25 日 ( 木 )
　午前 9 ： 00 ～午後 17 ： 30

　　　親子
レクリエーション

日付：４月 20 日 ( 土 )

時間：9：00 集合 ( 予定 )

場所：あおぞら保育園内

※詳細は、後日しおりを配布いたします。

４(木) にじいろワークショップ
８～12 身体測定週間
９(火) 避難訓練
12(金) チューリップ畑
　　　 (はな・つき)
16(火) こうさくやさん
18(木) 歯科検診
20(土) 親子レク
22(月) 幼児体育指導
　　　 ０歳児健康診断
23(火) こいのぼりかざり
26(金) こどもの日会＆お誕生会

７～10 身体測定週間
８(水) 新一年生を迎える会
９(木) にじいろワークショップ
14(火) 保健指導(ことり)
15(水) 保健指導(はな)
16(木) 保健指導(つき)
　　　 春の健康診断
17(金) 避難訓練
21(火) 幼児体育指導
22(水) お誕生日会
24(金) 保育参加・懇談会(つき)
29(水) 調理保育(つき)
31(金) 保育参加・懇談会(ことり)

お知らせ

●４月 28 日 ( 日 ) ～ 5 月 6 日 ( 月 ) まで保育園はお休みです。

●６月７日 ( 金 ) 保育参加 ・ 懇談会 ( はな )

 お子様たちが安心して楽しい保育園生活を送ることがで

きるように、下記のことにご配慮をしていただけますよ

うお願いいたします。

◎早寝早起き、朝食をとる、排便をするなど、規則

　正しい生活習慣を身につけましょう。

◎持ち物には、すべて名前をご記入ください。

◎動きやすい服装・靴にしましょう。

　　★ひっかかりが少ない服　

　　 ★体のサイズに合ったもの

毎朝必ず健康観察をお願いします

1 睡眠……………睡眠は十分ですか ?

　　　　　　　　機嫌は良いですか？

2 顔色、食欲……顔色は良いですか？

　　　　　　　　食事量はいつもと変わらないですか？

3 肌の様子………ブツブツが出ていませんか？

4 全体……………だるそうにしていませんか？

　　　　　　　　下痢、便秘をしていませんか？

【ポイント】

おねがい

●ひよこ

 ご入園おめでとうございます。 今年もひよこ

ぐみは、 ６名のかわいいお友だちを迎えます。

はいはいや伝い歩きができる元気なおともだち

に、 まだまだ寝てばかりの赤ちゃん。 みんなが

楽しく保育園に登園してもらえると嬉しいです。

初めての保育園なので、 少しずつ慣れてもらえ

るように、 今月はお部屋での遊びや園庭散策、

先生とのふれあいを大切過ごしていきたいと思

います。 一年間どうぞよろしくお願いいたします。

●ぺんぎん

 ご入園ご進級おめでとうございます。

 新しいお友だちも加わり、 男の子９名女の子６

名での園生活がはじまります。 一緒に生活する

中で 「いつも一緒のお友だち」 と少しずつ関係

が出来ていくかと思います。 ことばもだんだんと

盛んになっていく頃なのでたくさん会話をし 「お

しゃべりって楽しいな」 と感じられるよう関わりた

いと思います。

 また、 ４月は気候も暖かく過ごしやすくなります

ので積極的に外に出て散歩をしたり、 園庭で遊

んでいけたらと思います。

  一年間どうぞよろしくお願いいたします。

●うさぎ

 入園、 進級おめでとうございます。

 新しいお友だちが加わり、 うさぎ組１８名で園生

活がスタートします。 お部屋も 2 階となり、ちょっ

ぴりお兄さん、 お姉さん気分でワクワク。 色々

なことにチャレンジ出来る子どもたちを、 応援し

ていきたいです。 最初は不安でメソメソしてしま

うかもしれませんが、 安心して過ごせる雰囲気

作りに心がけ、 子どもたちがたくさん遊んで、

食べて、 楽しく元気いっぱいの 1 年となるよう

しっかりと見守っていきたいと思います。 どうぞ

よろしくお願いいたします。

 やわらかな春の日差しの中であおぞら保育園の新年度
がスタートしました。 ご入園、 ご進級おめでとうございます。
 また一つお兄さんお姉さんになりちょっぴり得意気な顔を
している子、 ドキドキして不安そうな顔をしている子と様々
です。 そのかわいい子どもたちの表情やしぐさを見るだけ
でこれからの一年がとても楽しみです。 みんなで笑って泣
いて、けんかしてたくさんの経験を積み重ねていく中で 『こ
うしたい』 『やってみたい』 と自分の気持ちを安心して伝
えられるような環境作りに心がけていきます。
 また、 一人ひとりの心を大切にし、 しっかりと子どもたち
と向き合いながら、 職員一同頑張って参ります。 今年
度も保護者の皆様には、 ご理解、 ご協力をどうぞよろし
くお願い申し上げます。

クラスより

お願い

　ご家庭で不要になった、古いタオル・
古布がありましたら、保育園までお持
ちください。ご協力お願いいたします。


