
 

                                      

 

                                        

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

      

          

 

 

 

 

 

 
 

   

  
 

 

 

日 曜 予     定 

６ 月 お花見（各クラス） 

10 金 布団持ち帰り 

13 月 身体計測週間（全園児:13 日～17 日） 

21 火   健康診断（全園児） 

24 金 布団・園庭ズック持ち帰り 

ス
タ
ッ
フ
ル
ー
ム 

園 長     竹本 忠司 
副園長     出村 裕美 
主幹保育教諭  向  春代 
主査補保育教諭 池田ゆりあ 
事務員     田中 陽子 
看護師      北澤由右季 
看護師      野村 真弓 
保育教諭     井上 照世 
保育教諭    西  広美 

 
 

給
食
室 

保育教諭    本多 佳純 
保育士      田谷 詩織 

保育補助 

八田 文代 
遠藤 豊子 
奥野 啓子 
常田サヨ子 
大田 節子 
 

運転士 藤嶋 里志 

クラス名 担 任 名 園児数 

ひまわり組    (5 歳児) 出藤 謙佑   林 裕美 20 名 

きく組      (4 歳児)   目澤 沙也果  橋爪 晶江 30 名 

ゆり組      (3 歳児)   中村  知子   鶴田 知世   田村 里沙 25 名 

ちゅうりっぷ 1 組 (2 歳児) 佐藤 優美   出蔵 里美   谷口 麻衣          14 名 

ちゅうりっぷ 2 組 (2 歳児) 今野 洋子   西手 亜美   糺 亜希          15 名 

たんぽぽ組    (1 歳児) 
高橋 加奈   北村 亜里紗  中村 美加 
薮 亜希子 

16 名 

ひよこ組      (0 歳児)  西出 寧子   高 美幸    平岡 葉月    ６名 

あいあいのおへや 八木 摩衣子 合計 126 名 

 桜の開花の便りも聞かれる今日この頃、皆さまお変わりはございませんか？新しい年度が始まりまし

たが新型コロナウィルス感染症予防の対策を継続しているため、今月も園行事は中止させていただきま

した。それでも子どもたちは好きな玩具で遊んだり、保育教諭に絵本を読んでもらったり、遊戯室を走

り回ったりして楽しそうに過ごしています。約束事（ルール）をきちんと守ってお友達とも仲良く遊び、

すてきな園生活を送れるようにしていきたいと思っています。そして、新しいお友達も入ってきました。

申し訳ありませんがこの紙面をお借りして「ご入園、ご進級おめでとうございます。」と言わせていただ

きます。これからもみんなが明るく楽しく元気よく過ごせるように職員も協力して頑張っていきますの

で保護者の皆さま、地域の皆さまには今後とも変わらぬご支援の程よろしくお願い致します。 

                                     園長 竹本 忠司 

今 月 の 予 定 
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職員一同、力を合わせて質の高い教育・保育 

に努めてまいります。 
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5/10 日(木) ゆり・ちゅうりっぷ組 親子遠足 

6/3 日(日)  ファミリー運動会 

       

Ｒ2年度職員紹介 よろしくお願いします。 

Ｈ２９年度の新入園児は１８名

です。お迎えの会では、Ｈ２８年
度の途中入園のお子さんも一緒
にお祝いします。 

 
主査補栄養士  澤出 早苗 
  栄養教諭  朝倉 雅子 

調理師  山田 紗有理 
調理師  清水 明子 

調理師  堀田 京子 

 園庭にあった４つのカマキリの卵のうち１つ（オオカマキリ）の卵が、い

つの間にかふ化しました。卵に穴が開いていて、かさかさとした手触りで軽

くなっていました。生まれた 200 匹ほどカマキリの赤ちゃんたちは、どん

どん大きくなってまた夏に子どもたちの前に現れることと思います。 

また、最近の暖かさでつくしも顔を出しグングンと伸びてきています。お

散歩で子どもたちがつくしを見つけて、手に握りしめて帰ってくる姿が見ら

れます。風はまだ冷たいですが、暖かい日差しは嬉しいですね。子どもたち

もウキウキ気分で園庭を走り回っています。 

ちいさい春～みつけた 

新年度につき、新しいタオルを２本寄付 

してくださるようお願いいたします。 

★ひまわり・きく・ゆり・ちゅうりっぷ組

のお子さんは、５月 15 日（金）まで右

胸に名札をつけて登園してください。名

札はその後、園でお預かりします。 
 

当園はプレミアムパスポート事業に協賛してい

ます。親子遠足（ちゅうりっぷ・ゆり・きく・

ひまわり）の保護者バス代が半額、1 号認定の

お子さんは副食費が無料になります。 

4/２(木)～4/８(水)の期間にご提示ください。 

★新採 鶴田 知世 
★赴任 北澤 由右季(大和こども園より) 
★転任 竹下 あすか（蓮代寺こども園へ） 安江 絵美（松陽こども園へ） 
★退職 森 彩     
★育休 塚野 澄子・前川 加奈子・本山 舞依子  

 

 

 

主査補栄養士  澤出 早苗 

   栄養士  朝倉 雅子 

   調理師  山田紗有理 

   調理師  清水 明子 

   調理師  堀田 京子 

教育・保育理念  「善隣のこころ」 

いつでも どこでも そしてだれにでも われら 善き隣人たらん 

教育・保育方針  すべての子どもが「安全」にすごせる心くばりをする。 

「３つのぜん」  すべてに子どもに「自然」の大切さを気づかせていく。 

         すべての子どもの「積善」への努力をみとめていく。 

 

 

 新型コロナウィルス感染防止対策として当園では、4 月いっぱいの行事・すべての教

室活動・バス園外を中止することとなりました。あいあいのおへやも当分の間お休みさ

せていただきます。保護者の皆様におかれましてはご理解とご協力をお願いいたします。 

 5 月以降につきましては今後の動向を見ながら調節していきたいと思います。 

ところどころ穴が開

いています。穴から

赤ちゃんが出ていっ

たのかな。 

教育・保育方針 ３つのぜん 4・5・6 月のねらい 
≪安全≫ 全年齢・・約束を守って遊ぼうね 

≪自然≫ 全年齢・・みてごらん お花が咲いてるよ 

≪積善≫ 以上児・・力を合わせて がんばろう 
     未満児・・先生となかよしになろう 
*今年度は 1 年を 4 期に分けて“3 つのぜん”についてのねらいを立てて、ねらいに沿って教育・保育を進め

ていきたいと思います。クラスだよりで教育・保育の内容をお知らせ致します。 

 

 登降園の際、保護者の方がお子様のかばんや水筒を持たれていたり、お子様が

両手に荷物を持っている姿を見かけます。手に荷物を持つと、どうしても歩行が

不安定になり危険です。また、就学に向けて自分の荷物は自分で持つことを習慣

としていきたいと思います。園でも子どもたちに声掛けをしていきますので保護

者の方も自分の荷物は自分で持つようにお話をしてあげてください。 

 園では「“バッテン”にしようね。」と声かけをしています。かばんの紐と 

水筒の紐が胸のところで“バッテン！になっているとバランスが取れます。 

新型コロナウィルス感染症の拡大でマスクが不足している中、小松市今江町の建材メーカー「イケガミ」さん

よりマスク１２０枚をいただきました。「イケガミ」さんは運動会の時、音響機材のセッティング等でお世話に

なっています。ありがとうございました。 

プレミアムパスポートの提示について 

社会福祉法人小松市大和善隣館 幼保連携型認定こども園 月津こども園 
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