１月行事予定表

あけましておめでとうございます。
皆様には、ご家族お揃いでよいお年を迎えら
れたこととお喜び申しあげます。
お子さまのよりよいご成長とお幸せをお祈り
いたします。
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国風第一幼稚園 平成２７年１２月１７日

前日までに口座残高をご確認ください。残高不足で振替で
きないことがありますので、ご留意ください。
半日保育で、給食はありません。上グツ・スモック（あ
第３学期
全員
そび着）の名前をはっきり書き直して持たせて下さい。
始業式
なお、預かり保育はありません。
給食が始まります。箸セット・ナプキン・ミルクカップを
全員
給食はじめ
用意してください。
新入園児さんの用品販売日です。（１０：００～１２：００）
新入園児
（幼稚園のお友だちは、土曜日ですからお休みです。）
全員
成人の日
祝日でお休みです。
新学期用品をお渡しします。
年少 新学期用品お渡し日
詳細は別記をご覧ください。
人形劇団「ばんび」の「からから山の天狗さん」と
全員
人形劇鑑賞会
「おむすびころりん」を鑑賞します。
新学期用品をお渡しします。
年中 新学期用品お渡し日
詳細は別記をご覧ください。

年長・年中

体育の日

全員

お誕生会

年長

英語

年少

体育の日

年少

火災を想定した避難訓練を実施します。
体操服をご用意下さい。※別記「体育の服装（体操服）
等について」を参考にしてください。
１月生まれのお友だちを、皆でお祝いいたします。
キャッシー先生による「英語で遊ぼう」です。
体操服を着用して登園してください。※別記「体育の服
装（体操服）等について」を参考にしてください。

①グループ保育見守り参観

年長・年中

体育の日

体操服をご用意下さい。

たんぽぽ組 保育参観（体育）
全員

年長

年少
年少

※詳細は別記をご覧ください。

※詳細は別記をご覧ください。

「子どものためのインターネット安全利用について」
ＮＰＯ法人イーランチ理事長の松田直子氏を講師に迎え
て実施します。10 時 20 分までに遊戯室のお入りください。
キャッシー先生による「英語で遊ぼう」の参観です。
保育参観
１．かんな組①グループ 10:30 から 10:50 まで
年長①グループ
２．うめ組①グループ
10:55 から 11:15 まで
「英語で遊ぼう」
３．すみれ組①グループ 11:20 から 11:40 まで
場所：図書室
開始時刻５分前までに直接図書室にお越しください。
体育の日
体操服を着用して登園してください。
②グループ保育見守り参観
※詳細は別記をご覧ください。
講演会
10:30～12:00
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２８日木
２９日金

年長・年中
体育の日 体操服をご用意下さい。
きく組 保育参観（体育） ※詳細は別記をご覧ください。
全員
しょうれい会 1 ヵ月間よく頑張りました。ごほうびが頂けます｡

★ 体育の服装（体操服）等について
冬体操服に名前を付けてください。
（名前の付け方は１２月行事予定をご覧ください。
）
冬体操服（長袖上着）は、原則１２月から３月までの期間に使用します。着用する時は、半袖体
操服の上に重ね着してください。実際の体育の時は、最初から夏体操服（半袖）で行ったり、運動
して暑くなったら冬体操服（長袖上着）は脱いだりします。

★ 体育参観（年中組）について
日程

平成２８年１月２１日（木） たんぽぽ組体育参観
１月２８日（木） きく組体育参観
２月 ４日（木） さくら組体育参観
午前１０時１５分から１１時まで
お遊戯室（場合によっては園庭）

時間
場所
注意事項
○ 放送での案内を聞いたのち、お遊戯室にお入りください。
○ 参観時間中の遊戯室への入退室は自由です。
（静かに移動していただければ出入り自由で
す。
）
○ 普段の体操の様子を見て頂きます。
○ 小さいお子様を連れて見える方は、保育の妨げにならないよう、また安全に気を付けてす
わって見るようにご配慮をお願いします。
○ 写真、ビデオの撮影は禁止とします。
○ 参観のクラスは各学年３クラスの１番目のレッスンになります。時間が決まっていますの
で、定刻にレッスンを始めます。時間厳守でお願いします。

★ 年少組保育見守り参観について
日程

平成２８年１月１９日（火）年少①グループ
１月２６日（火）年少②グループ
いずれも午前１０時３０分から１１時１５分まで
いずれも各保育室

時間
場所
注意事項
○ 放送での案内を聞いたのち、各保育室にお入りください。
○ 参観時間中の保育室への入退室は自由です。
（静かに移動していただければ出入り自由で
す。
）
○ 園児さん１名につき、保育室に入れる参観者は１名です。途中で交代していただくことは
可能です。
○ 今回の「見守り参観」は、なるべく普段の保育の様子をご覧いただくことを目的（ねらい）
としています。従いまして、ふれあい参観と異なりお子さまに話しかけたり援助したりしな
いで、お子さまの様子が見やすいところから静かにそっとご覧ください。
また、保護者の皆様を意識することなく、普段通りに保育を始めます。いつものように、
参観前の担任からの挨拶等はありませんので宜しくご理解とご承知をお願いします。
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○ 各教室への入室は放送でお知らせします。終了時も時間がきましたら各教室に放送でお知
らせいたします。保育が途中でもすみやかにお帰りいただきますようにお願いいたします。
○ 小さいお子様を連れて見える方は、保育の妨げにならないようにご配慮をお願いします。
○ 保育中の写真、ビデオの撮影は禁止とします。

◎ 平成２８年度新学期用品販売（在園児）のお知らせ
お渡し日 年少組 １月１２日火曜日
年中組 １月１３日水曜日

お渡し方法 スクールバス通園の方は、
お帰りのバスでお渡しします。必ずバス停までお迎えをお願いします。
徒歩通園の方は、
お帰りのお迎えの時にお渡しします。お母さんのお迎えをお願いします。
・代金は、後日お使い袋で集金させていただきます。
・お渡しします紙袋の中に用品と一緒に「用品リスト」が入っておりますので、当日中に、必ず
ご確認をお願いします。ご不明な点はお問い合わせください。
・制服等で不足のものがありましたら、１月にお渡しします「制服等注文表」にてお申し込みく
ださい。

＊＊＊バス通園についてお願い＊＊＊
● バス通園のお母さま方にお願いします。
朝、園児さんを送り出すとき、またお迎えの時、「弟・妹さん」など小さいお子様の安全には充
分気をつけて頂き、目を離さないようにお願い致します。また、自転車に乗せているときにも、自
転車の転倒にご注意ください。
また、携帯電話（スマートフォン）を持ってバス停に出ていただきますようお願いいたします。
バスキャッチでバスの運行状況や位置確認ができます。また遅延連絡や緊急連絡に便利と考えます
ので、お手数ですがご理解いただきますようお願いします。
● 大雪の場合のお願い。
雪の季節となってきました。スクールバスは雪や道路の凍結に弱く安全上運行困難な場合があり
ますので、送迎予定時刻に大きく遅延することもあります。ご迷惑をお掛けしておりますが、安全
を優先して運行したいと思いますので、ご理解とご協力お願い申しあげます。
また、大雪による臨時休園やバスの運行しない自由登園となることもあります。その場合は、バ
スキャッチのメール配信でご連絡いたします。今一度、メールアドレスが登録されているかご確認
ください。

もうすぐ冬休み
楽しい冬休みが近づいてまいりました。クリスマス、お正月などいろいろな行事があります。ご
家族で楽しくお過ごし下さい。
冬休みを有意義なものにするために、別途配布いたしますクラスだよりに記載される「冬休みの
約束」に留意され、交通事故、また最近ニュースで見られる不審な声かけや連れ去りなど危険防止
についてお子さまと話合ったりして、ご家庭でもお子さまをご指導ください。
● 冬休み期間
平成２７年１２月２３日（水）～平成２８年１月６日（水）
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●

ホームルームについて
冬休み期間中の１２月２４日木曜日・２５日金曜日・２８日月曜日は、４時、もしくは
５時までの特別預かり保育を行ないます。月極ホームルームの方でご希望の場合は、お申
し込みください。なお、１２月２２日終業式とこの３日間のホームルーム希望者はお弁当
を持たせてください。
１月８日金曜日から通常どおりの預かり保育を実施します。７日木曜日始業式の日の預
かり保育は、教員研修のため実施しませんのでご留意ください。

＊＊＊自家用車の駐車についてお願い＊＊＊
幼稚園の駐車場は多くの保護者の皆様がお車でご来園されるには充分な駐車台数では
ありません。また、行事・保育参観等のときは全部もしくは一部の駐車場を駐輪場として
利用することもあります。
従いまして、行事・保育参観等の時は駐車できないものとご理解いただき、出来る限り
公共交通機関、自転車、徒歩もしくはご家族の方の送迎でご来園いただきますようにお願
いします。
加えて、お車を他のお店の駐車場、駐車禁止区域、他家の出入り口前や駐車場出入り口
等に駐車して他人の迷惑にならないようにお願いします。特に、グラッチェガーデンズと
アマノドラッグの駐車場には、絶対に駐車しないでください。お食事やお買い物をされる、
その時だけ駐車していただき、幼稚園にお越しの時間帯は絶対に駐車しないでください。
幼稚園北側の幼稚園で借りている駐車場の番号は、65,66,67番の縦列と
11,12,13,14,15,16,23,26,52,53番の横列〔黄色の数字〕の１３台分です。他の番号は他
の方が借りている場所ですから、たとえ空いていても駐車しないでください。特に、５１
番と５５番によく間違って駐車される方がおられますのでご注意ください。
また、笠取町２丁目６２番の１に５台分も借りていますのでご利用ください。
幼稚園の駐車場がご利用できない場合は、有料駐車場をご利用ください。庄内通り１丁
目と３丁目の間の道路沿い並びに鳥見町1丁目７番地付近（タイムズ等２か所）に有料駐
車場があります。
宜しくご理解とご承知賜りますよう重ねてお願い申し上げます。

◆ 新入園児身体検査について
既に年間行事予定でお知らせしましたが、再度、新入園児の身体検査の日程を下表のと
おりお知らせします。それに伴って、当日は半日保育になりますので、ご留意ください。

２月
１６日
(火)

全
員

臨時
半日保育

新
入
園
児

身体検査

新入園児身体検査の為、半日保育とします。給食は有りません。
スクールバスは 11:15 発車、歩きのお迎えは 11:30 です。
ご理解の上、宜しくご協力をお願い申しあげます。
＜月単位ホームルーム申込者の方で当日のホームルームを申し込まれ
た方は、お弁当を持たせてください。その他の方は園長までご相談くださ
い。＞
新入園児さんには別途お知らせしますが、平成２８年度新入園児さんを
対象とした身体検査を実施します。
男子は午後１時１５分までに、
女子は午後１時４５分までに
ご来園くださるようお伝え願います。
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