
4月の園だより

あおぞら保育園 2020 年 4 月号

６～10 身体測定週間
９(木) 避難訓練
13(月) 幼児体育指導
14(火) こうさくやさん
16(木) ０歳児健診
18(土) 親子レクリエーション
　　　　→中止
21(火) こいのぼり飾り
24(金) にじいろワークショップ
28(火) こどもの日会
　　　 お誕生日会

4月の予定

５月の
　　　予定

７(木) 歯科検診
11～15 身体測定週間
13(水) 避難訓練
　　　 一年生を迎える会
14(木) 春の健診
15(金) にじいろワークショップ
18(月) 保健指導(ことり)
19(火) 保健指導(はな)
20(水) お誕生日会
25(月) 保健指導(つき)
26(火) 幼児体育指導
27(水) 調理保育(つき)

●ひよこ

　ご入園おめでとうございます。

　今日から、 あおぞら保育園のお友だちですね。

ひよこ組は、 ゆったりのんびり、 一人ひとりのペー

スに合わせて生活していきたいと思います。 ポカ

ポカ陽気の日は、 少しだけでもお散歩も行きた

いですね。 たくさん食べて、飲んで、遊んで、寝て。

大きくなるお手伝いをさせていただきます。 1 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。

　今年度のぺんぎん組さんは新しいお友だちが 9

名増えて男の子６名、 女の子９名でスタートしま

す。 初めのうちは泣いてしまうかもしれませんが、

おしゃべりが始まったり、 身体の動きも良くなっ

てくるころです。 たのしい園庭遊びや、 お散歩、

おいしい給食、 そしてゆっくりお昼寝。 一人ひと

りが楽しく安心して過ごせるよう担任一同お手

伝いしていきたいと思います。 １年間よろしくお

願いいたします。

●うさぎ

　ご入園ご進級おめでとうございます。

　今年度より２０名の子どもたちでスタートするう

さぎ組です。 ４月は環境が変わるということもあ

り、 急に寂しくなったり甘えたくなることもある

かと思います。 お子さんの気持ちに寄り添い、

安心して保育園で生活できるよう関わっていきた

いと思います。

　うさぎ組は身体を動かすことや歌うこと、 踊る

こと、 食べることが大好きなお友だちがそろい

ました。 園庭やテラスで遊ぶことはもちろん、 お

散歩に行ったりピアノの音に合わせて身体を動か

すリトミック遊び、 食材に触れて簡単な調理保育

など色々なことを楽しんでいきたいと思います。

今年１年、 どうぞよろしくお願いいたします。

クラスより

●ことり

　ご入園 ・ ご進級おめでとうございます。

　新しい環境にドキドキな気持ちと、 嬉しい気持

ちと様々な気持ちがあるかと思います。 子ども

一人ひとりのペースで安心して過ごせるようにし

ていきたいと思います。 また、 幼児クラスとして

新しい行事もたくさんあるので子どもたちの 「や

りたい！」 という気持ちを大切に、 様々なことに

挑戦していき、 毎日充実して過ごしていきたいと

思います。 担任２人も元気いっぱいの子どもた

ちに負けないくらいたくさん遊び、 笑顔いっぱい

なことり組にしたいと思います。 1 年間よろしく

お願いいたします。

●はな

　ご入園、 ご進級おめでとうございます。

　憧れだったはな組さん。 新しいお部屋 ・ おも

ちゃ ・ お道具箱にキラキラと目を輝かせていまし

た。 色鉛筆、のり、粘土、粘土ベラ、クレヨンなど、

たくさん入った自分専用のお道具を見ると、 嬉

しくて、 ついつい笑みが溢れしまう子どもたちで

す。

　そして、 ４月からは新しいお友だちがはな組に

も１名増えます。 一人ひとりの子どもたちが新し

い環境の中で安心できるような雰囲気を作って

いきたいと思います。 また、色々な活動を通して、

みんなで成長しながら、 笑顔があふれる１年にし

ていきたいと思います。 １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。

　いよいよ保育園で一番上のお兄さん ・ お姉さ

んになりました。 はな組の時からずっと隣でつき

組のかっこいい姿を見てきたので、 わくわくが止

まらない子どもたち。 おばけ屋敷や運動会など

「早く○○やりたいね」 と今から話しているほど

楽しみなようです。 保育園最後の一年間。 色々

なことに挑戦しながら、 思いやりを大切にし 「毎

日楽しく ・ 毎日元気」 で子どもたちと笑顔があ

ふれるたくさんの思い出をつくっていきたいと思

います。 どうぞよろしくお願いいたします。

お知らせ

 　羽村市主催の 『チューリップまつり』 が

中止となりました。 毎年、 つき組さんが

製作していたこいのぼりは、 今年度は保

育園内に飾ることになりました。 お時間

のあるときにぜひご覧ください。

　別紙にて配布させいていただいたとおり、保育園での 4 月実

施の行事につきまして、延期または中止の要請が羽村市よりな

されました。これを受け、4 月実施の行事につきまして変更を

させていただきます。また、前期（５～６月）に実施予定の保

育参加・懇談会につきましては、現状の判断により誠に勝手な

がら 4 月の状況を待たず変更させていただきます。

●4 月 18 日 ( 土 ) 親子レクリエーション ( 全クラス )→中止

●保育参加・懇談会 ( つき）　5 月 22 日 ( 金 )→6 月 12 日 ( 金）

●保育参加・懇談会 ( はな )　5 月 29 日 ( 金 )→6 月 17 日 ( 水 )

●保育参加・懇談会 ( ことり )　6 月 5 日 ( 金 )→6 月 15 日 ( 水）

※新型コロナウィルスの感染状況により、　　

　　今後も行事予定の変更がある可能性が

　　あります。 その都度ご連絡させていただ

　　きます。

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。

にじいろワークショップ講師紹介

　　２０２０年４月より、 にじいろワークショップの講師は松澤 綾子

先生になります。 東京家政大学・東京純心大学の非常勤講師、

芸術による教育の会講師、 その他保育園・幼稚園でワークショッ

プを手がけてこられました。 今までのにじいろワークショップの

内容は引き継がれますが、 新たな表現活動を通して子どもたち

にも様々な体験をしてもらえたらと思います。

　窓から差し込む春の優しい日差しが子どもたちを包み
込んでいるようです。 今年は新型コロナウィルスの影響で
例年以上に慌ただしい年度初めとなりました。 子どもた
ちの元気と笑顔で吹き飛ばし、 一日も早く終息してくれ
ることを願うばかりです。
　改めましてご入園、 ご進級おめでとうございます。 新し
いお友だち 24 名を迎え、 あおぞら保育園の新年度がス
タートします。 新しいクラスへの期待で心躍らせる子、 小
さい子たちにかっいい姿を見せようとはりきり過ぎてしまう
子、 環境変化に戸惑いを感じてしまう子と様々です。 そ
んな子どもたち一人ひとりの気持ちを受け止め寄り添い、
「保育園楽しい」 と笑顔で言える園生活が送れるようしっ
かり見守っていきます。 そして、 子どもたちがいくつもの経
験をしていく中で 「こうしたい」 「やってみたい」 と、 自分
の気持ちを自分なりの方法で伝えられる環境作りに心が
け、 子どもたちの心を大切に職員一同全力で頑張って
参ります。 今年度も保護者の皆様にはご理解、 ご協
力をよろしくお願いし申し上げます。

　行事予定変更についてお知らせ


