
●ひよこ

 ご入園おめでとうございます。

 最初は新しい環境に慣れずに戸惑うことがある

と思いますが、 少しでも子どもたちが安心して園

生活を送れるように、 一人ひとりと向き合いな

がら信頼関係を築いていきたいと思います。

 0 歳児クラスは、 ハイハイや歩行などすべてが

初めての体験です。 たくさんのことができるよう

になる子どもたちの姿が今から楽しみです。また、

いろいろなものに触れたり感じる中で、 たくさん

笑いあいながら、 楽しい思い出がいっぱいの 1

年にしたいと思います。 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。

 今年度ぺんぎん組さんは進級児 5 名に新しい

お友だち１０名を迎え、 １５名でのスタートです。 み

んな、 初めての環境にドキドキしていることと思

います。 一人ひとりが自分のペースで前進でき

るようにしっかりと見守っていきたいと思います。

 春は、 花が咲いたりかわいい虫たちも出てきて

「あそぼうよ」 と誘ってくれているようです。 お

外に出て春の自然にたくさん触れて行きたいと

思います。 １年間どうぞよろしくお願いします。

●うさぎ

 ご入園、 ご進級おめでとうございます。

 新しく 5 名のお友だちを迎え、 20 名でのうさ

ぎ組スタートになります。

 新しいおもちゃ、 新しい部屋、 新しい保育士に

ドキドキわくわくすると同時に、 今までと違う環

境に少し不安になってしまうこともあるかと思い

ます。 一人ひとりの気持ちに寄り添い安心して

過ごせるようにしながら、 いろいろなことにチャ

レンジし、 笑顔あふれる楽しい 1 年にしていきた

いと思います。1年間よろしくお願いいたします 。

●ことり

　ご入園、 ご進級おめでとうございます。

 いよいよ、 幼児クラスでの生活がスタートします。

最初は期待とともに不安に感じることもあるかと

思います。 子どもたちに寄り添い、 安心して自

分を出せる環境作りをしていきたいと思います。

　４月は散歩や運動遊びを通して身体を動かした

り、 部屋の使い方、 身支度の方法などを子ども

たちと確認しながら行う予定です。 新しい活動

として体育指導やこうさくやさんも始まります。

「やってみたい」 「なんだろう」 という好奇心や

「やった！」 「できた！」 という自信に繋がっていけ

たら嬉しいです。

　１　年間子どもたちと、 たくさんの経験を通して

一緒に成長していけるよう日々過ごしていきたい

と思います。 よろしくお願いいたします。

●はな

 ご進級おめでとうございます。

 はな組になることをみんな楽しみにしてきまし

た。 新しいおもちゃだけでなく、 自分の道具箱

ができるので、 その中から自由にハサミやのりを

使って製作をしたり、 自分の色鉛筆で大好きな

お絵描きを楽しんだりできるんだと、 ウキウキし

ている子どもたちです。 4 月は部屋の使い方や

生活の流れをみんなで考えたり、 春の自然を感

じながらたくさん散歩に行きたいと思います。 担

任も子どもたちと一緒に笑顔いっぱい楽しめる

よう今から何をしようかな？とワクワクしています。

1 年間よろしくお願いいたします。

●つき

　ご入園 ・ ご進級おめでとうございます。

　いよいよ保育園生活最後の一年がスタートしま

す。 すっかりお兄さん ・ お姉さんになった子ども

たち。 「つきぐみになったら～したいなぁ。 ～が

できるんだよね！」 と、 楽しみにしていました。

　これからの生活の中で、 挑戦していきたいこと・

やりたいことを子どもたちと考え、 一緒に実現し

ていく 1 年にしていきたいと思います。 毎日楽し

く ・ 元気に過ごし、 保育園での思い出も仲間と

一緒にたくさん作りたいと思います。

　1 年間どうぞよろしくお願いいたします。

クラスより
4月の園だより
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※新型コロナウィルスの感染状況により、　　

　　今年度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。

５～９ 身体測定週間
８(木) 避難訓練
12(月) 幼児体育指導
13(火) 0歳児健診
14(水) にじいろワークショップ
20(火) こいのぼり飾り
22(木) 歯科検診
30(金) こどもの日会
　　　 お誕生日会

10～14 身体測定週間
11(火) 春の健康診断
13(木) にじいろワークショップ
14(金) 避難訓練
17(月) 保健指導(ことり)
18(火) 保健指導(はな)
19(水) こうさくやさん
21(金) 保健指導(つき)
25(火) 幼児体育指導
26(水) お誕生日会
27(木) 調理保育(つき)

 うららかな春の日差しに色とりどり花が咲く季節になりまし
た。 『咲』 という漢字にはもともと 『笑う』 という意味がある
そうです。 たくさんの花が咲くようにあおぞら保育園も笑顔
があふれる 1 年でありたいです。 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 23 名を迎え新年度がスタートします。 新
クラスに心躍らせる子、 環境変化に戸惑い不安になる子、
頑張りすぎ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。
子どもたちは日々の生活の中で経験を重ね、たくさんの 『ど
うして』 『やってみたい』 が出てくると思います。 そのような
時に自分の気持ちを色々な方法で伝えられる環境づくりを
心がけ、 子どもたちと一緒に考え、 悩みながら工夫の保
育を目指してまいります。
 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。

お知らせ

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。

 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

 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。

こいのぼり飾り開催時期

　4 月 15 日 ( 木 ) ～ 18 日 ( 日 )

　午前 9 ： 00 ～午後 17 ： 30

 阿部凛菜保育士が先月入籍し、 日下部と姓が変わりま

した。 よろしくお願いいたします。

 4 月より、調理員の高取紗矢佳、保育補助の田﨑雅美、

伊藤智子、 青柳真理子、 遠藤純子、 埜村文江、 佐々

木享子の計 7 名が勤務します。


