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ご入園・ご進級おめでとうございます。
隅田川の桜も満開となり、柔らかな春の陽ざしに包まれて、新しい年度を迎えることができました
こと大変嬉しく思います。25 名の新入園児を迎え、平成 30 年度がスタートしました。
私ども職員一同は、子どもたち一人ひとりの思いに寄り添い、少しでも早く保育園生活に慣れ、安心
して一日を過ごしていくことができるように援助して参りたいと思っております。新しい環境となり、
子どもたちも保護者の皆様も喜びと同時に戸惑いや不安もあるかもしれません。お子さんの心の変化や
ご心配などがございましたら、どうぞお気軽に職員にお声掛いただきますようお願い致します。ご家庭
と保育園、ともに連携を密に取ってお子さんの成長を支えて参りたいと思っております。
子どもたちが保育園でお友だちや保育士と様々な体験を行う中で、のびのびと自己発揮し心豊かに成
長していくことができるよう保育を行って参ります。
当保育園の保育基本理念は、
「食べることは生きること、こころも身体も育み、笑顔いっぱい、元気
いっぱいに育てる」です。人生において、とても大切な「食」に対する基本を食育集会や給食の時間な
どを通して「食に対する感謝の気持ち」や「命を大切にする」という、人としての基本を子どもたちの
心にしっかりと育んでいきたいと思っています。
保護者の皆様が安心して仕事へ向かい、帰って来た時に子どもたちの「笑顔」にほっとできるそんな
保育園でありたいと思います。保護者の皆様のご理解・ご協力をよろしくお願い致します。
園長

4 月の予定
2 日（月）

5 月の予定

平成 30 年度第 6 回入園式

1 日（火） 子どもの日お祝い会

11 日（水）

体操指導開始

8 日（火） 避難訓練

12 日（木）

0 歳児健診

10 日（木） 全園児健康診断

14 日（土）

保護者懇談会

14 日（月） 英語あそび

午前 0，1，2 歳児クラス

17 日（木） 全園児歯科健診

午後 3，4，5 歳児クラス

25 日（金） 親子遠足（4，5 歳児）

16 日（月）

英語あそび

28 日（月） 英語あそび

17 日（火）

避難訓練

31 日（木） 誕生会

19 日（木）

食育集会

23 日（月）

英語あそび

27 日（金）

誕生会

※3，4，5 歳児は水曜日体操指導があります。

※3，4，5 歳児は水曜日体操指導があります。

～子どもたちの安全のために～

朝夕の送迎について

・登降園時、保育園に入室の際当園は、子どもたち

・朝 7：15～8：30 までは、たんぽぽぐみの

の安全のためテンキーを使用しております。

保育室で合同保育となります。登園しました

保護者の方のテンキー操作によりドアが開くよ

ら、各保育室で排泄、うがい、手洗いを保護

うになっております。4 月２日～4 日までの間に

者の方と一緒に行ってから、たんぽぽぐみに

保護者の皆様にお教えいたしますので、他の方に

お子さんを連れて来て下さいますようお願い

は口外することのないようにお願い致します。

します。

またテンキーの操作は保護者の方のみ行ってく

・保育士はシフト制で勤務をしております。担

ださい。お子さんに番号を教えたり、操作をさせ

任以外の保育士が対応を行うことがあります

たりしないようにお願いします。保護者以外の方

が、必ず報告、連絡を行うようにしておりま

のお迎えの際は、インターホンを使用して頂きま

すので、お子さんの様子や連絡はその場にい

すと、職員が来訪者の確認を行い、ドア施錠解除

る職員にお伝えください。

を行います。
・1 階入り口は自動ドアとなっています。お子さん

・夕 16：00 から 3，4，5 歳児は、4 階か 3
階保育室で異年齢児交流保育を行っていま

が一人で出てしまうことのないよう、お気を付け

す。お迎えはお子さんが遊んでいる場所へお

ください。当保育園のすぐ前は、車の往来が激し

越しください。

く大変危険です。送迎の際はお子さんの手をしっ
かりと繋いでいただきますようお願い致します。

・延長保育の時間は 18：15 からたんぽぽぐ
み保育室で行っています。

・登降園時、お子さんの出席確認や延長料金を計算

荷物はたんぽぽぐみに

するうえで大切なデータとなりますので、事務室

持ってきておきますの

前のパソコンにて忘れずにカードリーダーにカ

で直接お迎えにおいで

ードを通していただきますようお願いします。

ください。

忘れてしまったときは職員にお伝えください。
駐輪場・ベビーカー置き場について

当保育園の駐輪場は、送迎の時のみご利用になれ

掲示物やおたよりについて

・当保育園では、毎月一回月はじめに園だよ

ます。台数に限りがありますので、長時間のご利用

り、給食だより、保健だより、給食献立表を

はご遠慮ください。また、駐輪の際は、入り口付近

配布致しております。別に随時、おたよりが

を塞いだり、当ビルの壁や柱に自転車をぶつけたり

入ることもありますので、お子さんの連絡

しないようご注意ください。尚、各行事の際は、駐

袋、連絡帳を毎日ご確認ください。

輪スペースはございませんので、公共交通機関にて
お越しいただきますようお願い致します。
ベビーカーをご使用の際は、通行の妨げにならな
いように靴箱側に寄せて置いてください。そのまま
置いてお仕事へ行くことはできません。お子さんの
送迎が終了しましたらお持ち帰りください。
体操指導・英語あそびについて

・掲示版、クラスノートでも大切なお知らせを
行っております。毎日ご確認ください。
・保育の様子、園だより等は、ホームページに
て見ることができます。
現金の取り扱いについて
延長保育料金などの現金の取り扱いは事務室
で直接手渡しとさせていただきます。お子さん

毎週水曜日の体操指導のコーチは（株）ジャクパ

のカバンや連絡袋に入れそのままにしておくこ

鈴木コーチ、隔週の英語あそびの先生は、リック先

とのないようご協力ください。

生です。体操着をご希望の方は、申し込み用紙をお

また、おつりのないようご準備

渡し致します。ご記入の上、4 月 14 日懇談会終了

をお願いします。

後に業者の方に直接申し込みをお願い致します。
見本を事務室前に展示致しますのでご覧ください。

各クラスから
ももぐみ（0 歳児）
養護・・・一人ひとりに受容的・応答的に関わり安心して過ごせるようにする。
教育・・・温かい雰囲気の中保育者と関わりながら信頼関係を持ち安定
ご入園おめでとうございます。お父さん、お母さんと離れての初めての生活に泣いてしまうことも多いかと
思いますが、園生活に慣れる第一歩として温かい気持ちで見守り送り出して頂けると嬉しいです。
これからたくさんのことを経験しながら、子どもたちの元気な声と笑顔あふれるクラスにしていきたいと思い
ます。また、保護者の皆さまも新しい環境に不安を感じることもあるかと
思いますが、ご家庭と連携を取りながら、ひとつひとつの成長を一緒に喜ん
でいきたいと思います。
一年間、よろしくお願い致します。

たんぽぽぐみ（1 歳児）
・養護・・・新しい環境や保育士に慣れ、安心して自分の気持ちを表現できるようにする。
教育・・・保育者に見守られながら、好きな場所や遊びを見つけて機嫌よく過ごす。
ご入園・ご進級おめでとうございます。
今年のたんぽぽ組は、昨年のももぐみ男児 4 名、女児 4 名の 8 名と新入園児男児 4 名、女児 8 名の 12 名の
計 20 名でのスタートとなります。1 組、2 組に分かれ、10 名ずつの小人数での保育を行い、ゆっくりと丁
寧に関わり過ごしていきます。初めての保育園生活や新しい環境の中で不安になり、泣いてしまったり保護者
の方と離れられなかったりする様子も見られると思います。友だちとの触れ合いやお散歩、遊びを通して友だ
ちとも仲良くなり、1 日でも早く安心して過ごせる場所となるよう心掛けていき
たいと思います。たくさん笑い、楽しさを共有して明るく過ごしていきたいと思
いますので、1 年間どうぞよろしくお願い致します。

ちゅーりっぷぐみ（2 歳児）
養護・・・一人ひとりの気持ちを十分に受け止め、新しい環境に慣れ安心して過ごせるようにする。
教育・・・自分の好きな遊びや玩具を見つけ、保育者や友だちと一緒に楽しむ。
ご進級おめでとうございます。
今年度のちゅーりっぷぐみは、男の子 9 名、女の子 11 名 計 20 名で生活をしていきます。
新しいお部屋やおもちゃに大喜びの子、これまでと違う環境に不安になる子・・・子どもたちのそれぞれの姿
に寄り添いながら、無理なく慣れていけるようにしたいと思います。
保育室も 2 階から 3 階に変わり、幼児クラスからの刺激も受けながらひとつ大きくなったことの喜びを感
じたり、たんぽぽぐみの時から一緒に過ごしてきたお友だちとの関わりを通して
絆を深めたり、様々な体験を通して大きく成長する姿を温かく見守っていきたい
と思います。
至らない点もあるかと思いますが、一年間どうぞよろしくお願い致します。

すみれぐみ（3 歳児）
養護・・・新しい環境に慣れ、安心して生活を送れるようにする。
教育・・・自分の好きな遊びを見つけ、友だちや保育士と親しみを持って楽しむ。
ご入園・ご進級おめでとうございます。今年度は新しい友だちが 3 名増え、23 名で過ごしていくこと
になりました。
幼児クラスになり、英語あそびや体操指導など初めての活動も増えてきます。初めてのことは楽しみな
子もいれば、踏み出すまで時間が掛かる子もいると思います。今は期待と不安が混ざった気持ちを抱いて
いることでしょう。無理せずどんな活動も楽しんで取り組めるように、日々
子ども一人ひとりに寄り添っていきたいと思います。子どもたちと一緒に
笑顔で保育をしていきますので、1 年間どうぞよろしくお願い致します。

ゆりぐみ（4 歳児）
養護・・・進級した喜びを味わい、新しい環境に慣れ安心して過ごせるようにする。
教育・・・春に触れながら、保育者や友だちと一緒に楽しく遊ぶ。
ご入園・ご進級おめでとうございます。
またひとつお兄さん、お姉さんになり迎えた 4 月。初めは、新しい環境に戸惑いを感じてしまうことも
あるかと思いますが、一人ひとりの気持ちを受け止め保育者との信頼関係を築きながら安心して過ごせ
るよう援助していきたいと思います。ゆりぐみでは、今までの活動に加え園外活動が増えてきます。楽し
い思い出を作りながら、子どもたちがたくさんのことに触れるなかで自ら学び感じ、これからの成長に繋
げられる
い

げ
思

げられるよう保護者の皆様とともに寄り添いながら暖かく見守っていきた
と思います。
何卒、至らぬ点も多々あるかと思いますが、一年間どうぞよろしくお願いい
お願い致します。

ひまわりぐみ（5 歳児）
養護・・・進級の期待や不安を受け止め、安心して自己を発揮できるようにする。
教育・・・新しい環境のルールを知り、年長クラスとしての自覚を持って生活する。
ご進級おめでとうございます。
進級による環境の変化で、子どもたちは期待や不安でいっぱいだと思います。そのような思いに寄り添
い、言葉に耳を傾け、信頼関係を深めて子どもたちが安心してひまわりぐみのスタートを切れるように関
わっていきたいと思います。
一人ひとりが伸び伸びと自己を発揮し、友だちや保育者との関わ
りを楽しみながら、笑顔ですごせる一年間にするため一生懸命努め
ていきます。
一年間よろしくお願いします。

