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「水無月」今年は梅雨入りが早いようで、いよいよ雨の季節がやってきました。田んぼに水が入り、蛙の声も聞こえ始めて

行事予定
誕生会
布団持ち帰り
5/28 金 着替え袋持ち帰り
日

曜

います。

結城市障害者センターの花苗持ち帰り

先月２０日より、改正災害対策基本法が施行され、勧告と指示が一本化され、避難のタイミングが分かりやすくなり
ました。保育園においては、レベル３「高齢者等避難」により、保護者に連絡して避難を開始致します。子ども達の命を
守る為にも、ご協力ご援助をお願い致します。
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火 さつまいも苗植え

さくら・・梅雨期に感染症予防など、健康維持や安全に気をつけながら生活する。
うめ・・・友達同士で思いや考えを出し合いながら、いっしょに遊ぶことを楽しむ。
ゆり・・・梅雨の時期の過ごし方や衛生習慣を身に付け、健康的に過ごす。
すみれ・・優しい気持ちで友達に接し、仲良くあそぶ。

保育目標

たんぽぽ・保育者に見守られながら、自分でできることは自分でしようとする。
ひまわり・梅雨の自然に興味を持ち、見たり触れたりして楽しむ。
ばら・・・梅雨期を健康で快適に過ごす。
つばき・・保育者に援助されながら、身のまわりのことをしようとする。

16

水

もも・・・保育者に見守られながら、安心して体をたくさん動かして遊ぶ。
つぼみ・・梅雨の季節を室内外で快適に過ごし、機嫌よくあそぶ。
（６才） ２日 ふくだ

ゆづ さん

プールカードについて

３日 わたなべ りお さん

７/１（木）から、プール・水遊びが始まります。家庭で朝の体調をみて、プールに入

６日 みやむら ゆうとさん
１０日 いかわ

たいよう

１０日 おおき

ゆな さん

１２日 おおき

ごう さん

プール遊びに使用するもの
・タオル（33 ㎝×85 ㎝前後くらいのサイズを目安）

（５才）１１日 たおか

かんな さん
さん

２０日 かわむら らいあ

さん

・スイミングキャップ（ニュータヌマさんにて販売しています。
）
・ ６/１８（金）までに名前を見えるところに書いてご用意下さい。

（４才） ５日 おじま

・

うたは さん

２４日 ほうじょう ゆうあ
２８日 わたなべ いつみ

さん
さん

（３才）２０日 おちあい そうすけ

さん

わからないことがありましたら、担任まで聞いて下さい。

※水着を入れるプールバックは、いりません。

１８日 たかお

あおば さん

ゆいな さん

１４日 つるみ

たいが さん

手袋（無い場合は結構です。）

カワイ体育教室

たんぽぽ・ひまわり・さくら・うめ・・・ マット運動など

内科検診 えばた内科クリニック先生来園

午後１時～ゆり・すみれ・さくら・うめ・前回欠席の園児は、受診します。

身体測定

体重を測定します。

なるべく欠席のないように
登園して下さい。
準備：汚れてもよい服装・長靴

21

月

お子さんについて、保育園での様子をお伝えしたり、家庭での様子を聞かせていただいたり
します。ご希望の保護者は、申し込み下さい。

個人面談

（午後1時３０分～３時）

個人面談

手袋（無い場合は結構です。）

面談日は、調整後に連絡致しま
す。

〃

火 じゃがいも掘り

たんぽぽ・ひまわり・ゆり・すみれ・さくら・うめ

お弁当の日🍙
個人面談
水
カワイ体育教室
個人面談
木
じゃがいも掘り（予備日）

栄養と愛情たっぷりのお弁当と飲み物を持ってきて下さい😊
ゆり・すみれ・さくら・うめ・・・ マット運動など
たんぽぽ・ひまわり・ゆり・すみれ・さくら・うめ

準備：汚れてもよい服装・長靴
手袋（無い場合は結構です。）

体操ズボンをご用意下さい。
準備：汚れてもよい服装・長靴
手袋（無い場合は結構です。）

個人面談
布団持ち帰り
28 月 個人面談
個人面談日を28.29.30日まで
個人面談
延長しました。
29 火
気軽に担任とお話してみません
誕生会
お誕生日おめでとうございます。
か😊
個人面談
30 水
体操ズボンをご用意下さい。
たんぽぽ・ひまわり・さくら・うめ・・・ マット運動など
カワイ体育教室
※ ５／２６（水）の内科検診（０、１、２、３才児）は、都合により延期になりました。予定が決まりましたら、ご連絡致します。
※ 尿検査 ・・６／２（水）に行います。 予備日は７（月）です。よろしくお願いします。
金

☆ご協力をお願い致します☆
・夕方４時２５分前後に、通園くじらバスの利用園児が、乗車準備で玄関前にて１０名程が待機しています。
混み合いますので、お手数をおかけしますがお迎えの保護者は、正面門扉を避け、脇門から出入りをお願い

☆子育て相談について

します。

お子さんのことで悩んでいることがありましたら、クラス担任まで相談下さい。
☆ご要望・苦情の受付窓口について

（１才） ７日 まちだ

体操ズボンをご用意下さい。

※つぼみ・もも・つばき・ばら組は、

ふうか さん

（２才） ６日 いのもと かこ さん

クラス予定表をご覧下さい。

※水着等は保育園で洗濯します。

別紙プリントをご覧下さい。
２２日 はまの

体操ズボンをご用意下さい。

体操ズボンをご用意下さい。

お父さん、いつもありがとう。
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※バスタオル・ゴムが入っているラップタオルは、避けて下さい。

１３日 ましやま あかり

容器・プリントを配布します。

準備：汚れてもよい服装・長靴

さくら・うめ

避難訓練（防犯）
日 父の日

22

3才クラス以上

生命尊重（せいめいそんちょう）・・生きものを大切にしよう（かわいいな）

20

24

・水着（着脱のしやすいタイプのもの）

早寝・早起きを心がけ、朝ごはんを食べよう😊
当日の尿を採って下さい。
たんぽぽ・ひまわり・さくら・うめ・・・ マット運動など
２日に提出できなかった方は、提出して下さい。
ゆり・すみれ・さくら・うめ
本日から9/1０まで、裸足で過ごします。
ゆり・すみれ・さくら・うめ・・・ マット運動など

さくら・うめ

23
さん

6月より汗をかく時期になり、毎日持ち帰りますのでよろしくお願いします。

金 さつまいも苗植え（予備日）

※身体は、清潔にして下さい。
（爪・耳・頭髪）

１８日 たかはし みゆ さん
２８日 なかじま はすな

※無記入の場合は、プール・水遊びに入れませんので、よろしくお願いします。

備考

購入を希望された方は、お帰りの時に持ち帰り下さい。
下駄・プリントを配布します。
さくら・うめ・ゆり・すみれ
毛布からタオルケットに取り替えて下さい。
夏服に取り替えて下さい。梅雨期を考え、長袖も1枚入れて下さい。
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れる時は○印を、入れない時は×印を、毎日記入して下さい。

さん

下駄配布
布団持ちこみ
衣替え・着替え袋持ち込み
パジャマ袋 持ち帰り
おまいりの日
尿検査①
カワイ体育教室
尿検査②
下駄登降園
上履きの持参なし（３才以上）
カワイ体育教室
避難訓練（火災）
布団持ち帰り
おまいりの日

内容
お誕生日おめでとうございます！

・先日、登園時に新しい駐車場（園舎北側）からお子さんが飛び出して、危険なことがありました。車から降り
る時や道路横断の時は、お子様と手をつなぐ、またはお子様を抱っこで、安全に横断して下さい。

ご意見やご要望がありましたら、ご相談下さい。
担当は、ばら組

北野

もも組

立會です。

☆ありがとう

谷原紙工様・・・紙類

