
３月の行事予定表 
 ２０２１．２．１５．彩都けいあい 

 

 

日／曜 行 事 予 定 備 考 

１日 

（月） 

  

２日 

（火） 

年少組お弁当日 

 

 

３日 

（水） 

  

４日 

（木） 

  

 

 ５日 

（金） 

発表会準備の為１１時３０分降園 

６日 

（土） 

第１３回保育発表会 

７日 

（日） 

 

８日 

（月） 

今年度マラソン最終日 

９日 

（火） 

年長組 本願寺参拝遠足 

年長組お弁当日 全園児３時２０分降園 

１０日 

（水） 

２０２１年度新入園児一日入園 一時預かりは、新入園児さんの在園児 

兄姉のみ 

１１日 

（木） 

 ３月保育料引き落とし（今月１回のみ） 

１２日 

（金） 

誕生会（３月生まれ）  

１３日 

（土） 

家庭の日（休園）☆園庭開放日☆ １０：００～１５：００ 

保護者同伴の上、自由にご利用下さい 

１４日 

（日） 

  

１５日 

（月） 

年長組大きくなったねパーティー及び用品取り  

１６日 

（火） 

  

 

入 場：年少・年中組→保護者１名 
    年 長 組 →保護者２名 
服 装：トレーナー、ブラウス、 
    体操ズボン、白ハイソックス 
持ち物：少・中手提げかばんに水筒 
    長  手提げかばんに水筒 
       制服のスカート又はズボン 
        （クラス名札のみ付ける）  
    保護者室内履き・プログラム 

 

服 装：制服・白ハイソックス・名札・

通園バッチ・ジャンパー（気候に応じて） 

持ち物：お弁当・水筒・お箸・おしぼり 
 



 

～以後春休み～ 
 

４月 ９日 ２０２１年度 始業式（現年少・現年中組）１１時３０分降園 

４月１０日 ２０２１年度 入園式（新入園児のみ登園）進級組は休園 

４月１２日 全園児登園  １１時３０分降園 

 

 

 
～長時間保育（こども園）園児さんについて～ 
 
※ 春休み中も通常通りお預かりいたします。 

  （現年長組は３月３１日までの預かりとなります） 

※ ３月３１日は、次年度準備の為、協力日とさせて頂きます。 

※ 春休み中の給食・服装などについては、日が近づきましたら 

  再度お知らせさせて頂きます。 

 

 

☆ 上靴・下靴・体操服シャツ等の購入ですが、学期末に購入される方が多く、在庫がなく 

  なることがありますので、早めに購入して頂きます様 お願い致します。 

日／曜 行 事 予 定 備 考 

１７日 

（水） 

 保育料現金払い最終日 

１８日 

（木） 

２０２０年度 修了式 

（年少・年中組休園） 

 

１９日 

（金） 

年中組大きくなったねパーティー及び用品取り 

年中組お弁当日 

２０日 

（土） 

春分の日（祝日） 

２１日 

（日） 

 

２２日 

（月） 

３学期終業式（年中組１１時３０分降園） 

年少組大きくなったねパーティー及び用品取り 
 

 

 

入場：保護者２名 
開門：９時３０分 
終了：１１時２５分予定 
服装：制服（上着着用）、名札、 
   白ハイソックス 
   通園バッチは必要ありません。  
※年少・年中組のこども園園児さん 

 は通常通りお預かりします。 

 

－１－ 



○ ５日は、発表会準備の為１１時３０分降園です。 

 

  

 

   時間：年少・年中組  ９時００分～１１時４５分 

      年長組       １２時３０分～ ３時００分 

      今年度は 年少・年中は２クラス、年長は１クラスずつの発表となります。 

 

※ お子さんの発表のある時間帯に、保護者の方と一緒に登園となります。 

（バス通園の送迎はありません） 

※ 発表会会場には、子どもさんは入れませんので、在園児兄弟（姉妹）及び未入園児 

  弟妹（６か月以上～）をお預かり致します。しかし、このような時期でありますので 

  なるべく各自で預け先を確保していただきます様 ご協力をお願い致します。 

  預かりをご希望の方は、申し込み用紙を記入の上、２月１９日までに提出をお願い 

  致します。提出期限以後や、当日の申し出には応じかねますので、ご了承下さい。 

 

  発表会に関してその他 詳しくは、後日お知らせ致します。 

 

＜お願い＞ 

発表会は、トレーナー、ブラウス、体操ズボン、白ハイソックスで活動致します。 

発表会に向けて、上靴がすぐ脱げてしまわない様に、マジックテープやかかとの確認をして 

頂いたり、トレーナーの袖が長い園児さんも縫い上げをして頂き、子ども達が活動に集中出来

るようご協力をお願い致します。週末に持ち帰った際、確認をお願い致します。 

 

＜保育発表会ビデオ撮り・ビデオ試写について＞ 

 

※ 発表会ビデオ（当日撮影）ＤＶＤは、園生活の様子も一緒に編集し、ご希望の方 

  に販売出来るように致します。詳しくは、近くなりましたらお知らせ致します。 

※ 保育発表会ビデオ試写会は例年参加者が少ない為、ご希望の方は２月中までに担任に 

  お知らせ下さい。日程を調整し、ご連絡致します。 

 

 

○ ８日は、マラソン最終日です。 

  以降、体操シャツは今学期は使用致しませんので、ご家庭にて保管して頂きます様お願い

致します。体操ズボンは、全園児引き続き使用致しますので、持たせて下さい。 

【こども園園児さん】引き続き体操シャツも使用致しますので、毎日持たせて下さい。 

 

○ ６日 第１３回 保育発表会を行います。 
 



○ ９日 年長組は、京都 西本願寺参拝遠足に出掛けます。 

  園児のみの参加となります。詳しくは後日お知らせ致します。 

  ９時２０分には園を出発しますので、年長組さんは９時までに登園して下さい。 

２・３便のバスをご利用の方は保護者の方で送迎をお願い致します。 

全園児３時２０分降園となります。（雨天の場合も３時２０分降園です） 

    ※ バス通園の方は、１時間２０分遅れでのバス停到着となります。 

    ※ こども園園児（年少・年中組）さんで午睡をされている方は、３時２０分まで  

      各クラスで保育を行います。午睡はありませんので御了承下さい。 

 

○ １０日は、２０２１年度 新入園児の為の一日入園を行います。 

  この日の一時預かりは、新入園児さんの在園児兄姉のみとさせて頂きます。ご希望の方は

２月１９日まで事務所に直接ご連絡をお願い致します。その際、給食は用意出来ませんの

で、昼食はお弁当持参となります。ご了承ください。 

 

○ １２日は、３月生まれの誕生会を各クラスで行います。 

 

○ １３日は、家庭の日（土曜日）園庭開放日です。 

  未入園児さん・在園児さん共、保護者同伴でご来園下さい。（時間：１０時００分～１５時００分） 

 

 

○ １５日・１９日・２２日は、各学年の大きくなったねパーティー及び用品引き取りを行い

ます。保護者の方一名にご出席頂いて、ゲームなどで楽しみ、共にお子さんの成長を喜び

合いたいと思います。 

＜活動場所＞ 

 １５日 年長組 １９日 年中組 ２２日 年少組 

開  門 １２時２０分 １２時２０分 １０時２０分 

終  了 １３時４５分 １３時４５分 １１時４５分 

活
動
場
所 

講  堂 うぐいす ぞ う ＲＯＳＥ 

プレイルーム ＳＴＡＲ ＳＵＮＮＹ ＤＡＩＳＹ 

Ｃ棟１階 かなりや うさぎ ゆ り 

 

  ・全学年パーティー終了後 一緒に降園となりますが、こども園・一時預かりをご利用の 

   方はハローシステムにて入力をお願い致します。 

  ・２２日年少組の大きくなったねパーティーの際、卒園後になりますが、年長組の兄姉は 

   お預かりさせて頂きます。ご希望の方は、２月１９日までに申し込み用紙をご提出くだ 

   さい。 

  ・弟妹預かりは敬愛ママをお願い出来ない事もあり、大変難しい状況でありますので、 

   各自預け先を確保して頂きます様 お願い致します。どうしても預け先が見つからない 

   場合は、園までご相談ください。 

 －２－ 

 



 

 

＜年少・年中組＞ 

☆ 年少スタートシリーズ教材、年中めざましあそび教材につきましては、引き続き 

ご家庭で遊んで頂き、園には以後持たせないようにお願い致します。 

  ☆ 子どもさんのお道具箱は、持ち帰った際、クレパスやラッションペン（年中組のみ） 

    ペンカラーなどの確認をしてあげて下さい。（園で、クレパス・ラッションペン・ 

    ペンカラーの単品での販売ができますので、補充される場合はご利用下さい。） 

☆ ４月始業式登園日に、お道具箱・粘土を園に持ってきて頂きますので、春休みの間  

ご家庭で大切に保管しておいて下さい。 

 

＜年長組＞ 

☆ コンテ・粘土・制服・体操シャツ・スモック・トレーナーですが、ご家庭で使用され

ない場合は園にお譲り頂けると、今後の保育に活用できますので有難いです。 

 

 

 

○ １８日 ２０２０年度 第１３回 修了式を行います。 

☆ 年少・年中組は休園となりますが年少組・年中組の長時間保育（こども園） 

  園児さんは、通常通りお預かり致します。 

 

【時 間】 ９時３０分 開門～１１時２５分頃 終了予定 

 ※ 保護者・園児さんと一緒に、９時４５分までに登園と 

 なります。（バスの送迎はありません） 

 

 【園 児】制服（全員上着着用） ※ クラスの名札をつけ、白ハイソックス着用   

※ 通園かばんや手提げかばんは要りません 

 

※ 修了式会場（２階講堂）は、保護者の方２名までの入場でお願い致します。 

  ※ 年長組の在園児弟妹さんをお預かり致します。希望の方は申込用紙を２月１９日 

      までにご提出下さい。未入園の弟妹さんは大きくなったねパーティー同様、敬愛ママへ 

    依頼出来ない状況ですので、各自預け先を確保して頂きます様お願い致します。 

    どうしても預け先が見つからない場合は、園までご相談下さい。 

 

＜用品（１年間の作品・お道具箱など）引き取りについて＞ 

 

 



○ ２２日は、三学期終業式です。 

以後 春休みに入りますので、持ち帰ります『はるやすみのやくそくひょう』をご利用  

頂き、新学期を楽しみにし、しばしの休みをお過ごしください。 

 

☆ ３月は、敬愛☆グループ保育顧問による保育相談室の日を設定致しませんが、ご希望の方 

  はご連絡頂ければ、日時を相談調整して行いたいと思います。 

  

☆ ４月進級に備え、銀行引き落とし手続き等の為、バス・徒歩通園の変更は、２月末までに

宜しくお願い致します。 

 

 

３月分保育料は、１１日の（１回のみ）引き落としですので、前日までに 引き落とし口座 

へ入金して下さいますようお願い致します。遅れた方は、１７日までに直接園までご持参下さ 

い。 

 

＜給食費について＞ 

 

年間給食費を毎月の保育料と同時に引き落としさせて頂いておりますが、緊急事態宣言によ

り給食実施回数が変更致しましたので、これまでの実食回数と徴収金を調整し、３月分の保

育料と同時に引き落としさせて頂きます。（１回４００円） 

 

（副食費免状の方・途中入園及び休園の園児さんにつきましては、個人により徴収額が異な

りますので別紙にてお知らせします。） 

 

徴収金 ７月～３月実施給食費 差額 ３月引き落とし合計金額 

36,000円 
(7月～3月) 

4,000円 

× 

9カ月 

年少組 97回 38,800円 2,800円 6,800円（4,000円+2,800円） 

年中組 97回 38,800円 2,800円 6,800円（4,000円+2,800円） 

年長組 96回 38,400円 2,400円 6,400円（4,000円+2,400円） 

 

※ ２号認定（こども園）の園児さんは、３月も通常通り給食がありますので通常通り 

  ６,０００円引き落としさせていただきます。 

 

※ 今年度までは３月に調整を行っておりましたが、次年度からは年間予定回数を計算し、 

  １２回の分割でお支払いいただきます。保育料と共に毎月引き落としとなりますが、 

  金額についてはまた後日お知らせ致します。 

 

－３－ 

 

 

＜保育料 引き落としについて＞ 



－４－ 

保育発表会弟妹預かり申し込み 

（締切り日：２月１９日） 

 

 

在園児（兄・姉）     組 園児名           電話番号           

 

◎預けられる弟妹さんの名前
ふりがな

             月齢   歳     か月 

    

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・き・り・と・り・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

保育発表会在園児預かり申し込み 

（締切り日：２月１９日） 

     （クラス）     （名前）             

 

 

                 （兄姉・弟妹のクラス）                

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・き・り・と・り・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

修了式在園児預かり申し込み 

（締切り日：２月１９日） 
 
 
 

       （クラス）     （名前）           

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・き・り・と・り・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

年少・年中組大きくなったねパーティー卒園児預かり申し込み 

（締切り日：２月１９日） 
 

 
              （卒園児名前）            

              
             （弟妹のクラス） 
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