
４月の行事予定表 

 

２０２１．４．彩都けいあい 

ご入園・ご進級おめでとうございます 

 

本日より２０２１年度の保育を始めます。 

今年で創立１４年目を迎えます。新しい出会いのご縁に感謝し、子ども達と心の通う  

保育に職員一同 一生懸命つとめて参りたいと思います。保護者の皆様のご協力を宜しく 

お願い申し上げます。 

  

○ 年少組……３才児（ⅮＡⅠＳＹ組・ＲＯＳＥ組・ゆり組） 

  年中組……４才児（ＰＡＮＤＡ組・ＫＡＮＧＡＲＯＯ組・うさぎ組） 

  年長組……５才児（かなりや組・うぐいす組・ＳＴＡＲ組） 

  となりますので、園からの連絡の際に、お間違えのないよう十分気を付けてください。 

 

  

日／曜 行 事 予 定 備考 

９日 

（金） 

1 学期始業式（進級児のみ登園） 

１１時３０分降園 

 

１０日 

（土） 

入園式 

進級児は家庭の日（休園） 

子ども園土曜登録園児のみ登園  

１１日 

（日） 

  

１２日 

（月） 

全園児登園 

１１時３０分降園 

 

１３日 

（火） 

 

１１時３０分降園 

給食試食会申し込み締切 

１４日 

（水） 

 

１１時３０分降園 

お帳面・名札記入締切 

年中・年長組 用品代納入締切  

１５日

（木） 

保護者面接懇談会始まり（２１日まで）  

１１時３０分降園  

 

１６日 

（金） 

 

１１時３０分降園 

 

１７日 

（土） 

家庭の日（休園）園庭開放なし  

 

 

 

服 装：体操服・スモック･名札 
    通園バッチ 
持ち物：水筒･ハンカチ・体温記入カード 
    （中・長のみ）コップ 
    

 



 

 

 

 

 

    ４月２３日まで短縮保育とし、園生活に慣れるようにしていきます。  

    ４月２６日より正規の保育時間となります。 

    （月火木金曜日・・・２時  水曜日・・・１１時３０分降園） 
 

日／曜 行 事 予 定 備考 

１８日 

（日） 

  

１９日 

（月） 

 

１１時３０分降園 

 

２０日 

（火） 

入園・進級記念写真撮り 

１１時３０分降園 

制服・長袖ブラウス・白ハイソックス

名札・通園コースバッチで登園 

２１日 

（水） 

給食試食会（新入園児保護者対象） 

１１時３０分降園 

４月保育料引き落とし（今月１回のみ） 

２２日 

（木） 

 

１１時３０分降園 

 

２３日 

（金） 

 

１１時３０分降園 

年少組：手提げかばん・上履袋持参最終日 

２４日 

（土） 

家庭の日（休園）園庭開放なし  

２５日 

（日） 

 

 

 

２６日 

（月） 

平常保育始まり 年中・年長組制服登園始まり 

年少組お弁当日     ２時００分降園 

 

２７日 

（火） 

年長組里山遠足 

年長組お弁当日 

  

２８日 

（水） 

 

２９日 

（木） 

昭和の日（祝日）  

３０日 

（金） 

誕生会（４月生まれ） 

年中組お弁当日 

 

 

－１－  

 

＜保育時間について＞ 

 

 

年長・年中組 制服登園 
年少組 体操服・ｽﾓｯｸ登園 
持ち物 ハンカチ 
リュック：水筒・コップ・体温記入カード 
     (中・長のみ)給食セット・歯ブラシ 
手提げ：上靴（中・長のみ）体操服・スモック 

 

 



手紙配布について 

 

○翌月の行事予定表は、毎月１５日にＨＰにアップ致します。 

○返答の必要な手紙等兄弟、姉妹で通園されている場合、弟妹さんに配布致します。 

 

 

お帳面は必ずリュックの外ポケット（お帳面ポケット）に入れ、毎日持たせて下さい。 
 

※ １ページ目の園児名欄、保護者の氏名、住所、電話番号、緊急連絡先、     
健康保険証番号、子どもさんの血液型（不明の場合は不明と記入して下さい）等
の記入を漏れなく１４日までにお願い致します。 

 
※ 月末に園で預かり、担任が出席の確認などを行い、月初めに持ち帰ります。 
 
※ 園への提出物（申込用紙・雑費袋等）は、大きなポケットに入れて下さい。  
 

 

※ 名札の裏面に名前等の記入を、１４日までにお願い致します。 

 

 

◯  ９日は、始業式を行います。 

 

◯ １０日は、２０２１年度の入園式を行います。 

             

◯ １２日から、全園児登園です。 

   ４月は園生活や新しいクラスに慣れるまで お子さんの精神的な緊張度の高い時期です 

ので、ご家庭でも朝は励まして送り出し、帰宅したら抱きとめて元気に登園できたことを 

褒め、喜んであげて下さい。 

※ 園児さんの持ち物、身に付けるものには全て名前をはっきり書いて下さい。 

かばん、靴下、制服、上下靴、ハンカチ、下着、お弁当箱、 

箸に至るまで 

※ 今年度もタオルは使用致しませんので、全園児ハンカチを毎日持たせてください。 

    年少組はハンカチを自分でスムーズに扱えるようになるまでペーパータオルと併用 

    致します。 

 

      ※ コップは、年間を通してうがい等をする為に使用致します。 

          昼食のない日（水曜日など）も持たせて下さい。年少組のみ２６日からの使用と 

          なります。 

 

      ※ 帽子の使用始まりは５月の行事表でお知らせ致します。 

         〔こども園園児のみ〕４月も使用致しますので、毎日持たせて下さい。 

＜出席帳面について＞ 

 

 



      

 

 

○ ４月１２日から５月７日まで、体操服・スモック登園です。 

※ 登園時からスモック・体操シャツ・体操ズボンを着用させて下さい。その際、 

スモックにクラス名札（左胸）、通園コースバッチ（左袖）をつけて下さい。 

   ※ 園での負担を取り除き、園内でたっぷり遊びに集中させたいと思いますので、 

     上記の服装でお願い致します。 

 

＜持ち物＞ 

●１２日からの短縮保育中  → 水筒、体温記入カード、ハンカチ 

   ●２６日からの平常保育から → 水筒、体温記入カード、ハンカチ 

                   コップ、給食セット 

    

   

 

※ ４月１９日～２３日の間に、手提げかばんに上靴袋を入れて持たせて下さい。 

    ２３日に上靴を持ち帰ります。以降は、毎週金曜日や長期の休日前に持ち帰ります。 

 

 

 

 

 

◯ ４月１２日から２３日までは、体操服・スモック登園です。 

※ スモックにクラス名札・通園コースバッチをつけて下さい。 

 

   ≪持ち物≫ リュック…水筒・コップ・体温記入カード（お帳面ポケットの中） 

         手提げかばん…上靴・上靴袋  今後 週末には上靴を入れて持ち帰ります 

ので、月曜日には忘れず持たせて下さい。 

 

◯ ２６日からの平常保育は、制服登園です。 

※ 制服の上着、あるいはブラウス・つり紐に、クラス名札・通園コースバッチをつけ 

ておいて下さい。 

  ※  気候の良い季節でもありますし、上着では思う存分身体を動かしにくくなります 

    ので、今後できるだけ上着を脱いで、ブラウスで登園させて下さい。 

 

≪持ち物≫ リュック…上記の他に、給食セット・歯ブラシ 

         手提げかばん…体操シャツ・体操ズボン・スモック・上靴 

 

   ※ 体操シャツ・体操ズボンは水曜日と金曜日に持ち帰ります。持ち帰りました時は、 

洗って翌日再び持たせて下さい。 

 

 

－２－ 

 

＜年中・年長組について＞ 

 

＜年少組について＞ 

 



 

○ １５日より、保護者の方と面接懇談をします。 

  ご家庭でのお子さんの様子を聞かせて頂き、今後の保育の参考にさせて頂くためのもの 

です。子どもさんの様子を把握させて頂くために、全園児行いますので、宜しくお願い  

致します。（別紙の日時に御来園下さい。スリッパ持参） 

※ 懇談は保護者の方と担任が保育室において、一対一で行いますので、園児さんは 

入室出来ません。 

ご近所の方にお預け頂くか、一時預かり（有料）をご利用ください。 

（未入園の弟妹さんは、一緒に入室して頂いて構いません。） 

 

○ ２０日は、全園児入園・進級記念写真を撮ります。 

お休みのないようにお願いします。欠席されますと記念写真には残りませんので、ご了承

下さい。 

 

〈服装〉 制服、白ハイソックス、長袖ブラウス（上着は要りません） 

※つり紐の左胸に名札、ブラウスの左腕に通園コースバッチを忘れずに 

つけて下さい。 

【こども園園児・一時預かり申し込み園児】        

午後からも活動がありますので、手提げかばんに体操シャツ・体操ズボン・ 

スモック・赤白帽子を入れて持たせて下さい。 

 

◯ ２１日は給食試食会を行います。（新入園児保護者対象） 

  詳しくは、別紙をご確認下さい。 

 

○ ２６日より平常保育（昼食）が始まります。 

  給食メニュー・お弁当日を確認の上、間違いのないようお願い致します。 

  新しい先生・友達の中で 緊張度の高い４・５月は 不安や緊張から、食事をとる事を  

嫌がったりする姿も見られます。無理に食べさせたり、食べ終わるまで長い時間をかけた

りすることは致しません。従って、お弁当日の際には時には残して帰ることもありますが、

決して叱ったりしないで、量などを担任と連絡を取り合って調整して下さい。 

 

○ ２７日に年長組さんは『春の遠足』として、里山公園へ出掛けます。 

散策やお弁当を食べて、園外での遊びを楽しみます。雨天の場合は、保育の中で遊びに  

出掛けますので、延期日のお知らせは特に致しません。 

※赤白帽子を持たせて下さい。 

 
○ ３０日は、４月生まれの園児さんの誕生会を各クラスで行います。 
 



 
 

 

 

※ 新学期用品代を１４日（水）までに、ご家庭にある封筒で、納入して下さい。 

  名札（１４０円）・出席帳面（７２０円〈シール代含む〉）・ハーモニー（１８０円）

教材「めざましあそび」（普通クラスのみ使用 ５５００円）に加え、 

年中組は、ラッションペン（６６０円） 

 

 

    うさぎ組         合計 ７２００円 

    かなりや・うぐいす組   合計 ６５４０円 

    ＰＡＮＤＡ・ＫＡＮＧＡＲＯＯ組 合計 １７００円 

    ＳＴＡＲ組        合計 １０４０円 

  

※ ピアジェ理論に基づく教材「めざましあそび」は、年間通して、園に置いて使用

致します。（国際クラスは、園にある教材を使用して活動します。） 

※ トレーナーは冬期まで使いませんので、お家に保管しておいて下さい。 

 
 
 
 
 
  毎月の引き落としは１１日、２１日に引き落とします。今月の引き落としは 

２１日のみですので、遅れることのないようお願い致します。 
 

＜内 訳＞  
保育料 認定こども園による無償化の為、徴収なし 
保護者会費          ５００円／月 
給食費          ４，５００円／月 
   （長時間保育園児） ６，０００円／月 
バス代（利用園児のみ）  ４，０００円／月 
英語コースのみ 講師料 ２０，０００円／月 
        教材費 Little SEED ２，２００円／月 
            Grape SEED  ４，４００円／月 
 

※ 年長組の夏冬の宿泊費用は高額ですので、７月、１月の保育料と一緒に引き落と
しさせて頂きます。 

※ 年間を通して何度か、教材費やトレーナー代等を直接徴収させて頂くことがあり
ます。お金を徴収した翌日に、領収書を持ち帰りますので必ずご確認と家庭での
保管をお願いします。   

 
                                                  
○ 本日「幼稚園児保険」のパンフレットを持ち帰って頂きました。加入は自由です

ので、ご希望の方のみお申し込み下さい。 

 

－３－ 

 

≪年中・年長 進級園児について≫ 

 

＜２０２１年度保育料について＞ 

 



＜家庭の日（土曜日）について＞  

毎土曜日は「家庭の日」として休園とさせて頂きます。 

年間を通して、土曜日に組み入れられる行事は、土曜日に行ったり、園庭開放日を 

設けて、未入園の子どもさんの為に園庭を開放しております。在園児さんも保護者  

同伴でご自由に遊んでもらえるように致しております。 

園庭開放日につきましては、毎月の行事予定表でお知らせしていきますので、ご確認 

下さい。（４月は園庭開放日はございません） 

 

＜水筒持参について＞ 

 

新入園児さんは 特に内容を御確認頂き、よりスムーズに園生活を送れるよう 御協力を  

お願い致します。（進級組さんも再度御確認下さい） 

 

● リュックの中に入るものをご用意ください。肩から掛けたり、手に持たせたりする こ

とのないようお願いします。（水筒のひも・水筒カバーは、リュックの中でかさばり  

ますのでとっておいて下さい。） 

 

● 必ずお茶で、十分冷ましたものを持たせてください。 

   （飲む回数は昼食を除いて３～４回（平均）程度ですので、適量をお願いします） 

 

● 水筒にはっきりと名前を記入して下さい。名前を記入しているシール等は剥がれない 

ようにしっかりと貼って頂き、その他のキャラクターシールなどは、水筒に貼らない  

ようお願い致します。（名前の記入がない場合、こちらで書かせて頂くこともござい  

ます）  

                                  

※ 年少組は、まだリュックのファスナーの開け閉めや背負うこと等 思う様に出来 

ずに かんしゃくを起こしたり、背負ったものの逆さになっていたり等が多い時期

です。 

更に水筒の扱いになると、キャップの開け閉めや出し入れにてこずり、煩わしさ

が増し、登園を渋ったりすることもありますので、不安になる要素は一つ一つ  

根気よく取り除いてあげ、リュックの背負い方、水筒の扱い方のこつをご家庭で

も教えてあげて下さい。（子ども達が自分で管理し、扱っていきます。） 

 

※ コップ式の水筒は、閉めきらないとお茶がこぼれ、リュックが濡れてしまう事が 

    あります。 

     ストロー式やペットボトル式の水筒は、そうした状態はあまり見られませんので、  

     ストロー式・ペットボトル式の水筒を用意して下さい。 

 



＜来園時のお願い＞ 

 

路上駐車は近隣の方々にも迷惑がかかりますので、園近辺の路上駐車や乗り降りは固くお断り

致します。くれぐれもご協力下さい。 

路上駐車や乗用車利用時のトラブルは、一切責任は負えませんので、ご了承下さい。 

 

※ 駐車場に関しては、別紙を御確認下さい。 

 

 

＜公式ホームページ・Facebook公式アカウントについて＞ 

本園では、子ども達の様子や、活動内容を少しでも保護者の方々に知って頂こうと思い一年を

通して、園のホームページやゆめふうせん（園が発行する園だより）等で皆様にお知らせして

おります。その際に、園生活の写真を掲載させて頂いております。 

 

※ 個人情報の保護に関する問題もありますので、園のお知らせ等に、お子様の写真を掲載 

することに同意頂けない方は、個人的に園で対応させて頂きたいと思いますのでその旨 

１２日（木）までに、各担任にお知らせ下さい。 

 

≪ホームページ内容≫ 

・本園教育方針や、年間行事、姉妹園、系列施設の詳しい情報等も紹介しています。 

・今月の行事予定や園からのお手紙など、その都度更新しております。 

≪Facebook内容≫ 
・保育中の子ども達の様子を更新しています。（写真は加工した物を使用しています） 
 
 
 

 

 

お仕事の都合等もあるかと思いますので、保護者の方に関わる園行事のみお知らせさせて頂き

ます。あくまで予定ですので、小学校との兼ね合いにより日程が変更となる場合もございます

ので、ご了承下さい。 

 

５月１３日 なかよし会 年長組 

１７日   〃   年少組    

２０日   〃   年中組 

 

 

 

＜５月の主な予定＞ 

－４－ 

 

雨天決行です。 

開催場所等は、近くなりまたら、

お知らせ致します。 



≪２０２１年度の職員構成について≫ 
 

開園１４年目を迎えました。子ども達の心に喜びの種をまき、保護者の皆様と共にその種を 
大切に育てていきたいと考えておりますので、ご協力をお願い致します。 
 
 
  〈学園長〉・・・城谷  星 

 〈保育顧問〉・・・ 板橋 ちさと 
 
 〈園 長〉    城谷 大樹 
 〈主 任〉    河合 京子 

  〈指導教諭〉   西村 有香 
 

〈年長組〉 かなりや組：飯田 知矢         
      うぐいす組：三上 健悟 

        ＳＴＡＲ組：山本 葉月 
  ジョシュア・ミード 

  
  〈年中組〉 P A N D A組：西岡 莉沙 
        ＫＡＮＧＡＲＯＯ組：宗本 麻衣子 
        う さ ぎ組：山田 ほのか 
                

                        
〈年少組〉 D A I S Y組：竹内 麻矢 
      R O S E組：山元 愛菜 

ゆ  り組：佐藤 優里菜 
      

  〈広 報〉   岸田 佳祐 
 

〈ピアノ講師〉 髙木 琴子 
 
   〈保育補助及びこども園担当〉 
    吉田 拓磨  中矢 佳緒里 林田 みどり  
    瀨川 香菜子 宮本 七重    

 倉光 紀子  野村 みゆき 西村 真子 
 
  〈英語主任〉  ジョー・コルテズ 
  〈英語補助〉  ライアン・ケイラー 
 
  〈英語担当〉  マリエ・バニヤン 
          サマンサ・ダフィネス 
          小林 シエリ 
 

〈クラス配置図〉 
 
 

〈Ｅ～たいむ〉 

  ケン・ネバレズ 

平木 リキ 

  ハリソン・フランシス 

  カピラ・オアシス 

 

〈事務・会計〉 

  川浪 英美・青柳 景子 

 

〈バス運転手・添乗員〉 

  時田 範善 山口 淳 

小田 勲 山口 梨裕義 

  西口 佐織 児玉 亜紀 

  山本 裕香 宮西 典子 

 

〈給食室〉 

  藤田 夏海 植田 有弓   

  掛川 雛歩 

  大塚 明子 小笠 訓子 

 

－５－ 

職員室 

敬愛☆グループ 

 

 

 

２Ｆ １Ｆ 

ＳＴＡＲ ＲＯＳＥ 

うさぎ ＤＡＩＳＹ 

 

１Ｆ ２Ｆ 

 ＰＡＮＤＡ 

ゆ り かなりや 

うぐいす ＫＡＮＧＡＲＯＯ 
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