
 

                                      

 

                                        

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

      

          

 

 

 

 

 
 

   

  
 

 

 

 

日 曜 予     定 

４ 月 お迎えの会（園児のみ） 

５ 火 お花見の会（全園児） 

６ 水 きく組 子ども交流センター（晴れのみ） 

７ 木   ひまわり組 加賀市中央公園（晴れのみ） 

８ 金 ゆり組 子ども交流センター（晴れのみ）布団持ち帰り 

14 木 ひまわり組 太鼓であそぼう 

15 金 安全の日 おはなしの会（ひまわり・ゆり組） 布団持ち帰り 

18 月 身体計測週間（～22 日まで） 

21 木 ひまわり組 体育教室 

22 金 きく組 ミュージックケア  布団持ち帰り  

25 月 ゆり組 リトミック 

28 木 園庭ズック・布団持ち帰り 

ス
タ
ッ
フ
ル
ー
ム 

園 長     荒井 早苗    
教 頭     向  春代 
主幹保育教諭  竹中美和子 
事務員     田中 陽子 
看護師     濵下美津子 
保育教諭    新家 美穂 
保育士      田谷 詩織 
 
 
 
 

育
休
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給
食
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主査補保育教諭 池田ゆりあ 
看護師      北澤由右季 
保育教諭    岩﨑 優美 
保育教諭    本多 佳純 保育補助 

中村 美加 
八田 文代 
遠藤 豊子 
奥野 啓子 
常田サヨ子 
大田 節子 
内倉 優子 

運転士 羽柴 康則 

クラス名 担 任 名 園児数 

ひまわり組    (5 歳児) 西手 亜美  出蔵 里美 24 名 

きく１組     (4 歳児)   日下 亜結美  林 裕美  14 名 

きく２組     (4 歳児)   出藤 謙佑  山西 佳奈（am）       15 名 

ゆり組      (3 歳児) 田端 杏子  南 晴菜  八木 摩衣子（am）             19 名 

ちゅうりっぷ組  (2 歳児) 森下 武志 中村 美加 井上 照世（am）  
西 広美 （pm） 平岡 葉月（am）             

18 名 

たんぽぽ組    (1 歳児) 
前川 加奈子  田村 里沙  糺 亜希（am）   
高 美幸（am）小口 彩織（pm）内倉 優子（pm）    

16 名 

ひよこ組      (0 歳児)  中村  知子 橋爪 晶江 西出 寧子  
野村 真弓（am）    

   7 名 

あいあいのおへや 向 春代 合計 113 名 

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。 

   

 

 

 

今 月 の 予 定 

 

Ｒ４年度職員紹介  

月津こども園 園だより４月号 

ご入園、ご進級おめでとうございます。桜の花の満開を待っている頃でしょうか。心地よい春の日差しの中、

新入園児 11 名をお迎えしまして、令和 4 年度は、113 名でスタートしました。新入園児さんにとっても在

園児さんにとっても新しい環境での園生活は、期待と不安でいっぱいなのではと思います。一日でも早く保育

者との信頼関係を築き、こども園が安心できる場所となるよう努めて参りたいと思います。 

また、園だよりにも掲げてある教育・保育方針「安全・自然・積善（3 つのゼン）」のもと、今年度も子ど

もの主体性を大切にした教育・保育に取り組み、主体としての心の育ちが将来、自立して生きていくうえでの

土台となるようにと願っております。 

そして、今年度もコロナ禍と向き合っていかなければならないでしょう。引き続き子どもたちと職員の健

康・安全を第一に考えながらも子どもたちが伸び伸びと過ごせる環境づくりにも取り組んで参りたいと思いま

す。今年度もどうぞよろしくお願いいたします。          （園長：荒井 早苗） 

 

http://www.tukidu-kodomoen.com  ＴＥＬ（0761）44－3020 
e-mail tukiduhoikuen@gmail.com 

 

 

社会福祉法人 大和善隣館 幼保連携型認定こども園 月津こども園 

Ｒ４．４．１ 

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。 

 

 

★新採 日下 亜結美 
★赴任 南 晴菜（大和こども園より） 堀田 京子（中海こども園より） 
    羽柴 康則（松陽こども園より） 
★転任 今野 洋子（蓮代寺こども園へ） 前野 佳苗（松陽こども園へ） 

塚野 澄子（やざき乳児保育園へ） 山田 紗有理（やざき乳児保育園へ） 
    

 

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 
*今年度も 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。 

 

月津こども園の HP が QR コードで検

索できます。ぜひ見てくださいね 

主査栄養士  澤出 早苗 

   調理師  清水 明子 

   調理師  東野 久美 

   調理師  堀田 京子 

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 14 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。 

 

親子遠足（現地集合・現地解散） 

・ひまわり組 親子であそぼう  ５/24（火）   

・きく組 親子であそぼう  ５/26（木）      

・ゆり組 親子であそぼう  ６/３（金）       

・ちゅうりっぷ組親子であそぼう ５/27（金） 

・整備作業（ひまわり・ゆり・たんぽぽ組の保護者）    
                      

                     

       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。 

  

 

５月・６月保護者参加行事の予定 R3寄贈 

登降園もかっこよく！ 

プレミアムパスポートの提示について 

当園はプレミアムパスポート事業に協賛しています

が、。親子遠足等での大型バスの利用がありませんの

でプレミアムパスポートの提示は、1 号認定の方のみ

でよろしいです。 

4/1(金)～4/7(木)の期間にご提示ください。 

mailto:tukiduhoikuen@gmail.com

