1２月の保育
☆避難訓練（地震）３日（月）
地震による津波警報を想定して、浜寺中学校まで歩いて避難します。
寒い季節ですので、必ず上着を持ってきてください。
☆お餅つき １４日（金）
昔ながらの杵と臼でお餅つきを体験します。
給食は、つきたてのお餅を食べます。
ついたお餅を丸めて、お土産として持ち帰ります。
爪をきれいに切っておいてください。
お餅がどうしても食べられない場合は、前日までに担任までお知らせください。
※ 持ち物 ・給食セット

・エプロン

・三角巾

・マスク

☆お誕生会 １７日（月）１０時～
お誕生月にあたる園児の保護者の方にお越しいただき、１２月のお誕生児をご一緒にお祝いしてい
ただきます。当日欠席されたお子さまは、翌月のお誕生会に参加します。１ヶ月遅れのお誕生会にな
りますが、保護者の方もご参加ください。
☆クリスマス会 １９日（水）
サンタクロースがやってきます。
遊戯室に集まって楽しく過ごし、保育室でケーキを食べます。
ケーキはバニラスポンジでいちごクリームをサンドし、かわいい動物を
飾ったものです。ケーキのお皿とフォークは、幼稚園で用意します。
☆２学期終業式 ２１日（金）
保育時間

９：３０ ～ １１：３０

徒歩通園児の降園時間

１１：３０

バス通園児の降園時間

お知らせしている短縮保育の時刻で、いつもより３時間早くなりま
す。

☆冬休み
平成３０年１２月２５日（火）～ 平成３１年１月６日（日） ＜１号認定＞
平成３０年１２月３０日（日）～ 平成３１年１月３日（木） ＜２号認定＞
（園休園日）

園外保育
☆大根引き
５日（水）
：年少組
７日（金）
：年中組
１０日（月）
：年長組
スクールバスで、鳳の畑に行きます。
晴雨に関わらず、夏と冬の体操服上下の重ね着・カラー帽子・通園靴で登園してください。
持ち物
通園バッグに４５リットルのゴミ袋（二重にして袋の下の方に大きく記名）
長靴（晴雨に関わらず）
・軍手

年長組と小学校との交流について
☆１１日（火） 浜寺東小学校へ行きます。

参観について
☆保育参観 １月１６日（水）
今年度最後となる参観です。是非お越しください。
参観時間
年少組
年中組
年長組
持ち物
駐輪場所

１０時１５分～１１時１５分
１０時３０分～１１時３０分
１０時４５分～１１時４５分

上履き・下靴を入れるビニール袋
バスの駐車場

＊参加証・臨時駐車場を希望される方は１０日（月）までに申込書（Ｐ.１０）でお申し込みくださ
い。臨時駐車場のご利用は事前申し込みをいただいた方に限らせていただきます。

お知らせ
☆チューリップの栽培とヒヤシンスの水栽培について
１０月から一人１つずつ、チューリップの栽培をしています。子どもたちは、
「どんな色の花が咲く
かな？」と水やりをしながら、楽しみにして育てています。
また、クラスで１つずつヒヤシンスの水栽培もしています。土がなくても花が咲くことを観察しま
す。
☆個人懇談
３日（月）から１１日（火）までの間に、２学期の個人懇談を行います。
日時は、別紙にてお知らせいたしました。

☆２学期末の持ち帰りは下記の通りです。
年少組

： ２１日に着替えの下着・座布団・縄跳び

年中・長組 ： ２１日に鍵盤ハーモニカ・座布団・縄跳び
☆３学期始業式 １月７日（月）の服装と持ち物について
服 装

： 制服

持ち物

： 園かばん
上靴

制帽

通園靴

通園バック

カラー帽子

おはようブック

スモック

縄跳び

手拭きタオル
鍵盤ハーモニカ

歯ブラシコップ

※ヒラソルを利用する場合は、
体操服、
食器又はお弁当を持ってきてください。
保育時間
９：３０ ～ １１：３０
徒歩通園児の降園時間
１１：３０
バス通園児の降園時間
短縮時間と同じで、いつもより３時間早くなります。
☆普通保育・給食開始 １月８日（火）
服装と持ち物は平常通りです。

お 願 い
☆全学年の保護者の皆さまにお願い
皆さまのご協力のお蔭で、身近な廃材が素敵な作品に変わりました。あんなに多くあった牛乳パック
など全て使い切ってしまった物もあります。引き続き、次の物の回収にご協力をお願いいたします。
お家にある物で結構ですのでお持ちください。
・ボタン ・ミニゼリーカップ ・毛糸 ・ラーメンカップ（どんべえサイズ） ・大きいボタン
・牛乳パック ・紙皿 ・紙コップ（小さめのサイズ） ・梱包材 ・封筒（A４サイズ）
・紙袋（縦３９cm×横３５cm 以上の柄や模様があるもの）
以上の物を１２月１４日（金）までにお願いいたします。
※沢山の廃材集めにご協力頂きまして、ありがとうございます。存分に活用させて頂いております。
廃材をお持ちいただく際に、よく洗って頂き、十分に乾かしてからお持ちいただきたいと思います。
ご協力よろしくお願いいたします。
☆お車の駐車についてのお願い
先日、地域の方から「園の周辺に車を駐車するのはやめてほしい」と苦情がありました。お車でお越
しの場合は、周辺のみなさまのご迷惑になりますので必ず、指定の場所に駐車をお願い致します。宜し
くお願い致します。

1 月の予定
（※印は保護者の方に参加していただく行事です）
７日（月） ３学期始業式
８日（火） 普通保育・給食開始
１２日（土） 自由登園
１６日（水） ※保育参観
２３日（水） ※お誕生会（誕生児の保護者のみ）

子育て・発達相談のご案内
下記の日程で臨床心理士の小山美恵子先生による「子育て・発達相談」を行います。どなたでもご利
用できますので、在園児以外でも子育てに悩みがある方がいらっしゃいましたらご紹介ください。
日

時：１月１５日（火） 午前１０時～午後２時（１時間程度）

場

所：認定こども園 諏訪森幼稚園

申込締切：１月１０日（木）
・・・・・・・・・・・・切り取り線・・・・・・・・・・・
締切１月１０日（木）

子育て・発達相談申込書（１/１５）
希望時間：１０：００ １１：００ １３：００ １４：００

（

）組

保護者氏名（

）

自由登園について
１月の自由登園は１２日（土）です。登園される方は申込書を １２月１４日（金）ま
でにご提出ください。
・保育時間
９：３０～１４：００
・登園時間
徒歩通園児
８：４０～ ９：３０までにお願いします。
・降園時間
徒歩通園児
１４：００
・活動内容
体操・運動会遊び
・服 装
体操服上下・カラー帽子・通園靴
・持ち物
通園かばんに弁当（給食の方は食器）
・手拭用タオル・水筒・上靴袋に上
（必要な食器は給食のメニューをご覧ください）
靴を入れてください。
・おはようブック・れんらくノートは必要ありません。
・連絡事項は、当日朝にお電話していただくかバスの先生にお知らせください。
・バス通園のお子様は、お迎えとお送りの時間を自由登園バス返信にてお知らせします。
（通常のバスとは異なります）

・・・・・・・・・・・・・・・・切り取り線・・・・・・・・・・・・・・・・

◎自由登園申し込み書（１号認定）

１月１２日（土曜日）
締切１２月１４日（金）

（

）組

園児氏名（

）

※バス通園の方は、ご希望に○印をしてください。
バスの （
）お迎えのみ希望
（
）お送りのみ希望
（
）お迎えお送り両方希望
※給食 ……
希望する（別途 300 円必要） / 希望しない（お弁当持参）
＊お金も添えて申し込んでください。
※１４：００以降
ヒラソル ……
利用する / 利用しない
■ヒラソル利用料は、１５００円です。
■ヒラソルバスはありません。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
自由登園バスの返信
（
）組 園児氏名（
１月１２日（土）のバスの、お迎えは（
お送りは（

時
時

）
分）
分）

保育参観当日の駐車場・参加証について
【駐車場について】
・臨時駐車場として浜寺ロングゴルフをお借りします。
・臨時駐車場からは送迎バスをご利用ください。行き・帰りのバスの乗車時刻につきましては、
後日お知らせ致します。臨時駐車場をご希望される方は下記の申込書に必要事項をご記入の上
お申し込みください。
・臨時駐車場のご利用は事前申し込みをいただいた方に限らせていただきます。
・当日は通常の駐車場はご利用いただけません。

【参加証について】
保育参観を安全に開催するにあたり、参加される方は、保護者証（ピンク色）か参加証（黄
緑色）をお持ちの方に限らせていただきます。保護者証を優先にお使いいただき、足りない場
合は参加証をお申込みください。
参加証が必要な方は、下記の申込書に、参加される小学生以上の人数をご記入の上、１２月
１０日（月）までにご提出ください。
今回お渡しする黄緑色の参加証は、参観終了後に受付の回収ボックスにご返却ください。
・ ・・・・・・・・・・・キ・リ・ト・リ・セ・ン・・・・・・・・・・・・

締め切り １２月１０日(月)

駐車場利用申込書
保育参観の臨時駐車場を申し込みます。
（

）組

園児名

※ご覧になる時間に○印をつけてください。
（兄弟関係につきましては複数○印をつけてください。
）
１０：１５（年少）
・１０：３０（年中）
・１０：４５（年長）
駐車される車の車種・ナンバー
送迎バスに
人乗車します。
当日連絡可能な緊急連絡先

・

・・・・・・・・・・・キ・リ・ト・リ・セ・ン・・・・・・・・・・・・

締め切り １２月１０日(月)

参加証申込書
枚申し込みます。
組

園児氏名

家族登園について（１月分）
１月の家族登園は、２７日（土）です。
「バスボム作り」を行います。
登園される方は、申込書を １２月１５日（金）までにご提出ください。
準備の都合上、申込み締切日が早いですが、必ずお守りください。
日 時
集合時間

１月２７日（土）
９：４５

開

始

１０：００

終

了

１１：３０ 予定

持ち物

別紙にてお知らせいたします。

費 用

１家庭 ２５０円

申し込み書と一緒に袋に入れて担任にご提出ください。

※１月１０日（火）以降のキャンセルは返金できませんので、予めご了承ください。
■臨時駐車場をご利用の方は下記申込書をご提出ください。場所等につきましては、お申込みいた
だいた方へ直接お知らせいたします。
■家族登園中は通常の駐車場は使えません。お車でお越しの方は必ずお申し込みください。
■臨時駐車場ご利用は事前申し込みをいただいた方に限らせていただきます。
■キャンセルの場合は必ずご連絡ください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・切り取り線・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

家族登園「バスボム作り」申し込み書 １月２７日（土）
締切１２月１５日（金）

（

）組

園児氏名（

）

２５０円を添えて申し込みます。
参加人数

おとな

名 ・ 小学生

名

在園児

名 ・ 入園前のお子さま

名

・・・・・・・・・・・・・・・・・切り取り線・・・・・・・・・・・・・・・・

臨時駐車場利用申込書
（

）組

園児名

送迎バスに＿＿＿＿人乗車します。
駐車される車の車種 ＿＿＿＿＿＿＿・ナンバー＿＿＿＿＿＿＿
当日連絡可能な緊急連絡先 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

