行

事

(※注意) 各行事は諸般の都合により実施時期や内容の変更、中止もあります。

4月 / 5月 / 6月
・前年度から進級した在園児のみ

始業式

/

新入園児はお休み

・進級後のクラス発表と担任紹介
・通常保育を行います。14:30降園（預かり保育利用可能）
・通園バスは前年度の3月までのコースで運行します。(バスの運行時間が何時もより早まる)
新年度のバス運行表は入園式翌日より運行開始。

花祭り
補足※1

・お釈迦様のご生誕をお祝いする行事です。当園の花祭りは始園式にホールで行います。
・園児たちはお釈迦様に甘茶をかけてお祝いをします。
・新入園児対象（親子で出席） / 在園児休園

入園式

特別日課

・制服、制帽、シューズ持参（ランドセルは必要なし）
・入園式終了後に各クラスでオリエンテーションを行います。
・式後は入園記念集合写真撮影
・入園、進級当初は精神的にも不安定な時期でもあり負担が大きいため、慣らし保育期間を
を設けています。
・始園式以降、２号認定児は通常保育になりますが、新入園児に関しましてはお子様の心理
状態に十分に配慮してください。

クラス懇談会
（第１回）

・クラスの園児と保護者の顔合わせや自己紹介、年間指導方針の説明とクラス役員の選出等
・通常登園時間 / クラス懇談会後は親子で降園
・2号認定児はクラス懇談会後に預かり保育可能 ( 預かり利用予定者は早めにお知らせください )
・時間：午後1時から午後２時頃

第１回
個別面談
補足※2

ＰＴＡ総会

親子体操

・個別面談期間中、1号認定児は特別日課（11時降園）です。
・個別面談ではお子さんの家庭での様子、しつけや教育、園への要望、成長の様子などを
お聞きします。今後の保育の貴重な資料になりますので、担任とお気軽に話し合って頂き
たいと思います。
・園児たちの健やかな成長をサポートするため保護者が園の協調・協力していくために
ＰＴＡを設けています。新たな仲間を迎えて、保護者間の親睦とＰＴＡの役員改選と
年間活動計画の採択を行います。
（5月上旬頃開催予定）
・親子ふれあいの一環として、親子体操を開催しています。
・親子の心と体が沢山触れ合うことのできる楽しいレクレーションです。
・体育指導講師が指導します。
・時期：４月後半から５月初旬の土曜日にＰＴＡ総会と合わせて開催します。

内科・歯科検診 ・5、６月に行います。 検査日は園便りでお知らせします。
視力・尿検査
プール掃除
(PTA活動)

・PTA活動のため担当者は園の大型プールの清掃をお願いします。
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6/1
衣替え
避難訓練
補足※3
プール保育
補足※4
保育参観
給食試食会

・半袖ポロシャツ、半ズボン（スカート）
、夏帽子(園章バッチを夏帽子に付け替える)
・着用期間：6月１日～９月30日の期間
・制服欄参考
・園児と保育者で非常時を想定した避難訓練を年数回実施して非常時に備えます。
・当日はハンカチを忘れないようにご注意ください。
・プール保育は健康増進のためには大変有効な運動ですが、その反面、相当の体力を消耗す
ると共に大きな危険性も伴います。プール保育の安全管理に万全を期すために、保護者様
にはお子さんがプール保育に参加する・しないに係わらず期間中１，２回のプール当番を
お願いしています。
・年度最初の保育参観になりますので暖かい眼差しで見守ってください。(別紙を配布)
・園の給食を理解頂くために保護者向けに試食会を開催します(有料)

■花祭り※1

仏教の「花まつり」とは、毎年4月8日にお釈迦さまのご生誕をお祝いする行事です。
今から約2500年前の4月8日、ネパール国 ルンビニーの花園で、お釈迦さまは誕生されました。お釈迦さまの
誕生を祝い、周囲の花々は咲き乱れ、空からは産湯代わりの甘露の雨が降り注ぎ、世界中が輝き喜びで溢れた
と伝えられています。この事から寺院や地域で行われる法要やイベントでは、たくさんの花々でお寺やお堂を
飾りつけ、お釈迦さまの像に甘露の雨を表現した「甘茶（あまちゃ）
」をかけるようになりました。
園でも、この故事ならい毎年4月に花祭りを行っています。

■ 個別面談※2
□注

意
『個別面談連絡票』を配布しますので、お仕事などにより都合がつかない日時がある方はを期日以内に提出し
て下さい。面接日時は皆様の希望に添えるよう努力しますが、何分限られた日程内での事ですので、ご希望に
添えない事もあるので予めご了承ください
個別面談実施日は 1号・新２号は特別日課（午前11時降園）2号認定児は通常保育を行います。
個別面談実施日(特別日課)の預かり保育は、2号認定児を除き原則として新２号認定児のみとします。
ただし、緊急の用件の場合はご相談に応じます。

■緊急時避難訓練※3
火事やその他の災害発生を想定して園児と保育者による緊急時避難訓練を行います。
避難時のお約束の確認『お・か・し・も・よ』
（押さない、駆けない、喋らない、戻らない、よそ見をしない）
●主な内容

・避難訓練、通報訓練、消火訓練
・防火や災害に関するＤＶＤ鑑賞、安全に花火で遊ぶ時のお約束、着衣着火時の消化方法であるストップ、
ドロップ アンド ロールの実践等。
・消防車両の見学等
□お願い
・実施日には全園児ハンカチを忘れないようにしましょう。
・消防士さんが来園し、訓練の様子を視察・指導することがあります。
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■プール保育について※4
□プール保育確認書
『プール保育参加確認書』を6月頃に配布するので提出してください。現在治療中の病気や怪我、あるい
は保育を行う上で心配や注意することがありましたらご記入ください。
●実施の目安は、午前9時０0分時点の温度計で気温24度・水温22度以上を基準としています。
●入泳に際しての注意

・水着の着替え、水泳帽のかぶり方、バスタオルを使っての体の拭きかたを家庭で練習しておきましょう。
・手足の爪はこまめに切りましょう。又、ヘアピンは禁止です。
・実施日には「プール保育健康管理カード」の記入提出が必要です。必要事項の記入提出がない場合は、
理由を問わずプール保育には参加できませんのでご注意ください。
・「火曜日のプール予定日が天候などにより中止になった場合は、ホールで体育指導を行いますので体操
ズボンを持たせてください。
□入泳を禁止、又は制限する項目
●慢性疾患にかかっている子（担当医の許可があれば入泳可能です）

①心臓病、腎臓病等
②目や鼻や口の病気
➂貧血症、ぜんそく、アレルギーの強い
けいれん習癖の子 ➄その他入泳するに不都合な疾患がある子

④てんかん、

●身体虚弱の子

病気あがりの子、医師に運動を止められている子
●伝染性疾患にかかっている子

おでき、とびひ、水疱瘡、湿疹、みずいぼなど※医師の許可が出た子、治療が済んだ子は入泳できます
ので、その旨担任までご連絡ください。
●急性疾患にかかっている子

・発熱、下痢、かぜ、けが等、その他、当日の健康状態がすぐれない時
●オムツが取れていない子

衛生上、常設プールの使用はできません。
（※オムツが取れていない園児には簡易プールを用意する予定です）

■プール用品について

用品全ての見やすい位置に油性のマジック等ではっきりと大きく名前を記入してください。
下着等の名前も確認しておきましょう。

水
着
型は事由

水泳帽
バスタタオル
水着入れ
水泳用ゴーグル

浮き輪

男

男の子の水泳パンツの紐は濡れてほどきにくくなります。
必ずゴムに交換してください。

女

セパレートタイプの着用は出来ません。

制服や靴下、

パワーネットタイプが良いと思います。色は自由です。
髪の長い子は髪を拭くタオルもご用意ください。
ビニール製等の水分のしみないもので持ち歩きに便利な物。
※使用は任意ですが、子ども自身が着脱ができる場合のみ使用ください。
年中･年少児のみ使用します。浮き輪についている紐は危険なので取り外して
ください。
お歩き登園の方は浮き輪を膨らませて持たせてください。
バス登園の方は、膨らませずに折りたたんで持たせてください。園で膨らまし
ます。
（浮き輪はプール最終日まで園でお預かりします）
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ラッシュガード

ラッシュガードを持たせる場合は、目立つ位置に白地の布で大きく（15㎝以上）
名前を縫いつけること。尚、ラッシュガードはプール専用の物を持たせてくださ
い。綿のTシャツや長袖等、普段着の使用は出来ません。

■プール保育健康観察カードについて
実施当日の朝、ご家庭でお子様の健康観察を行い異常があれば×、なければ○を記入して参加・不参加の
確認印(サイン不可)を押印し園児に持たせてください。尚、実施日に「プール保育健康観察カード」の提
出がない時、カードに保護者の確認印が無い時は、安全が確認できませんのでプールには入れません。カ
ードの提出があっても以下のような症状がある場合はプールには入れません。
①熱がある

②頭が痛い

⑦疲れている

③腹が痛い

⑧朝食を食べなかった

④下痢気味である

⑤睡眠不足である ⑥気持ちが悪い

⑨怪我や湿疹がある等

□名前記入について
水着の名前記入に関しては白地の布に大きくはっきりと書いて縫い付けてください。

帽子にも見える位置に名前を
つけましょう
男の子は左前に女の子は胸元に名前をつけてください。

■プ ー ル 当 番 の お 願 い （ 保 護 者 様 へ ）
（１）「プール当番表」を6月中頃にご家庭に配布します。
当番割当に際し、都合の悪い日がある方は、予め担任までお申出ください。尚、プール保育実施時に
園児以外の幼児を入泳させることは出来ません。
（２）プール当番の方は、安全確保のため水着を持参し園児と一緒にプールに入り安全なプール保育が
出来るようにご協力をお願いします。
（３）保護者は水着に着替えてから、各クラスに集合してください。尚、更衣室は当日掲示いたします。
（貴重品は、更衣室に置かないでください）
（４）プール保育中にお子様間をトイレに連れて行く場合は担任に声をかけて下さい。トイレ終了後は
シャワーをあびさせ、もう一度消毒槽に入れて下さい。
（５）プール保育が中止となった場合は、園内清掃もしくは残りのプール保育日に振り替えてお手伝いを
お願いします。
□プールに入る前
（１）年中・年少クラスは、着替えのお手伝いをお願いいたします。
（２）浮き輪（年中少）、タオルをプールサイドまで運び、タオルはフェンスにかけてください。
＊年長児はビート板を使います。
（３）赤い補助台をプールの中に入れ、並べてください。（年中少）
（４）子どもたちがプールに来たら、順にシャワー、消毒槽に入れてください。消毒槽は腰までつかり
ます。(一定時間腰下を消毒させます)
（５）各クラスの場所まで誘導してください。
（座って待たせる）
□プール終了後
（１）シャワーでお子様の体を良く洗い流して下さい。（終了後は消毒槽には入りません）
（２）赤い補助台をプールから上げる。
（３）子どもたちに、タオルを渡す。
（４）プール入り口の階段の補助（ばら組横の階段は滑るので一人一人手を繋いで下まで受け渡してくだ
さい。）
（５）浮き輪をクラス前に運び、水分を拭いて下さい。
（６）着替えの補助(子どもが自分で出来そうな場合には見守りましょう)
（７）水着を洗濯機で脱水し、バックに入れる。
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７月 /８月 / 9月
七夕記念写真

・七夕製作を笹に飾りクラスごとの記念撮影。当日は半そでポロシャツ、名札も忘れずに。

プール記念写真

・プールで記念撮影。

大掃除
1学期終業式
夏季休業期間
(夏休み)

お泊り保育
(年長児)
(ＰＴＡ活動あり)

・夏休み前に1学期の汚れを全員でお部屋を隅々まで掃除します。
７月20日頃（年度により日程は前後します)

全園児通常保育 / 預かり保育あり

１号、新２号認定児……7月21日頃～８月31日の間、夏期休業期間となりお休みです。
２号短、２号標準…… 通常保育。但し、旧のお盆期間に夏季休業日（４日程度）があります。
・夏休み期間は園バスの運行なし / 保育を希望の方は各自登園
・1号、新２号認定児の夏休み預かり保育実施要項と募集は7月頃にお知らせします。
・年長児は1泊2日のお泊り保育を行います。お友達や保育者と絆が深まり、自立心が養われます。
家庭を離れ友だちや先生と寝食を共にし、自立心を育み、家庭ではなかなか出来ない体験をすることを
ねらいとしていますのでご協力ください。
・通常保育日と重なる場合、年中少組の1号は休園、２号は通常保育日です。
年中少組はバスの運行はありません。
・お泊まり保育が土曜と重なる場合は、土曜預かり保育は行いません。
・ＰＴＡ活動として担当者はお泊り保育の補助をお願いしています。

夕涼み会
(ＰＴＡ活動あり)

２学期始業式

・日中の暑さが和らぐ夕暮れ時に、戸外で涼をとりながら夏の夕暮れ時を皆で一緒に楽しむ夕涼み会。
夏ならではの行事を通して友達や保護者と楽しいひとときを過ごすことを目的としています。
・ＰＴＡ活動として担当者は模擬店やバザー等の企画運営を行いますす。
通常保育 / 預かり保育あり
・9月に緊急災害発生を想定した園児の引渡訓練を行います。緊急事態を想定しての訓練のため全園児対象

緊急時
引渡訓練

で実施しますので、趣旨ご理解の上、ご協力をお願いします。
・実施要項
①通常保育中、突然の緊急事態発生を想定、園児の安全確保（避難訓練）
②情報収集と対応協議
③各家庭へ園児のお迎えを緊急連絡（メール送信）
④保護者確認後、園児引渡（親子降園）
、保護者の職場、家庭から引渡完了までの時間測定
【注意】緊急災害を想定しての訓練ですので、引渡について例外は認めません。
・保護者による園内清掃作業。(該当クラスは別紙でお知らせ)
【持ち物】

PTA奉仕作業

雑巾、ゴム手袋等、その他清掃に必要と思われるもの
【お願い】
事故防止のため、お子さま(園児)はできるだけお連れにならないでください。
汚れてもよい服装でご参加ください。上履きは各自でお持ちください。

公開保育
親子ダンス練習

・9月下旬頃に2～3日間、公開保育を実施。期間中から都合の良い日を１日選んでご参観ください。
9月の公開日には運動会の「親子ダンス」の練習も併せて行います。
・秋の全国交通安全運動に協賛して市内を鼓笛パレードします。

交通安全
パレード
（年長組）

・当日は年中・年少の1号、新２号認定児は休園 / 2号認定児は通常保育ですがお休みする方は予めお知
らせ下さい。
【注意】
パレードが雨天中止の場合は全園児通常保育になります。
（態度決定：午前６時頃）
中止の時は緊急連絡メールにてお知らせします。
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10月 / 11月 / 12月
運動会
(PTA活動あり)
補足※5

・運動会は午前中の開催を予定しています。(天候により変更になる場合もあります)
・園児の服装
体操服上下 / ハイソックス（白）/ 運動靴（動きやすい靴） / 水筒（中身は麦茶や水、水で薄めたスポーツ飲料）
・実施の有無に関わらず、翌週の振替休日は1号、新２号認定児は休園 /2号は通常保育
・PTA活動として担当の方は運動会前日の準備と当日のお手伝いをお願いします。(詳細は別紙)

遠足
補足※6

・秋の遠足は園児と保育者で近隣の公共施設等へ行きます。基本、園バスで移動しますが、目的地によっ

収穫祭
(PTA活動あり)
補足※7

・春に植え付けたサツマイモの収穫を行い自然の偉大さを体感します。

個別面談
第２回

・実施要項は4月の個別面談と同様。

ハロウィン
ふれあい広場
11/3

ては大型バスを使用することもあります。
・登降園時間が変更になる場合がありますのでご注意ください。

・実施の判断は畑の状態を見て決定(前日が雨の場合は中止になることもあります)
・PTA活動として担当の方のお手伝いをお願いします。(詳細は別紙)

・実施日は、1号認定は特別日課（11時降園）、2号認定児は通常保育に予定です。
・文化教育の一環としてハロウィン、当日は子どもたちが仮装して英語指導を楽しみます。
・文化の日に行われる常陸大宮市商工会主催のふれあい広場に年長組が参加します。
若草幼年消防クラブ活動の一環として、年長組『ハッピークローバーズ』がマーチング演奏を行います。
・年中、年少児は祝日の為休園。
・天候不良の時は参加を中止します（態度決定：午前６時頃）中止時は全園児へ緊急連絡メールで通知し
ます。

秋の全国
火災予防運動

・幼児期から火災予防の認識を高める為に全園児幼年消防クラブ員となります。
春と秋の火災予防週間の啓蒙活動を目的に、全国災予防運動期間中は法被を着用しての登降園を行い
ますのでご協力ください。
・法被の数に限りがありますので、法被を着用する対象園児はその都度お知らせします。
・法被は期間終了後に洗濯して期日以内に園へ戻してください。(詳細は別紙)

茨城県民の 日
補足※８
11/13
公開保育

・１号、新２号認定児は各学校と同様に休園日です。
・２号標準認定児は、通常保育、 尚、１号、新２号と同様にお休みする場合は予めお知らせ下さい。

・お子さんの園生活のをご覧頂くために公開保育を行います。多くの保護者様に参観頂くために2～3日間
公開しますので、期間中から都合の良い日を１日選んでご参観ください。

親子クッキング
教室
創立記念日
補足※9

・常陸大宮市食生活改善推進員の皆さんの指導を頂いて親子クッキング教室を行います。
・年長組、年中組を対象に希望者募集を行います。（20組程度）。教室はは通常保育日に園外の調理施設を
利用して行いますので、会場まで各自移動出来る方に限ります。
・11/29は全園児休園となります。 / 園の業務もお休みします。

・園児たちのお遊戯、劇、合奏等を発表します。

お遊戯発表会

・当日は各学年で「午前の部」と「午後の部」に分かれての公演となります。
・劇やお遊戯によっては、保護者に準備していただく物もありますのでお含み下さい。
・翌週の振替休日は1号、新２号認定児は休園 / 2号認定児は通常保育です。
【注意】
衣装に着替える為、園児の下着や靴下を含め、持ち物や用品には全てに名前をつけてください。
名前のない用品の紛失は園では責任を負い兼ねます。
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防火
餅つき大会
(PTA活動あり)

・園児たちと一緒に臼と杵を使った餅つきをに行います。
・ついたお餅は食べないでお供え用として飾ります / 当日は通常通り給食です

年忘れ
お楽しみ会

・園児と保育者によるお楽しみ会。各クラスごとに歌の発表や保育者の発表などがあります。

カレー
パーティー
(PTA活動あり)

・餅を食べたことがないお子さんが多くなった事とノロウイルス等食中毒の心配から試食は
行いません。

・給食ににカレーパーティーを行います。
・カレーが食べられないお子さんには予め担任までお知らせ下さい。
（お弁当の用意をお願いします）
・PTA活動として担当者は配膳のお手伝いをお願いします。 (詳細は別紙)
【持ち物】
お箸、スプーンセット、ランチクロス、水筒

２学期終了式
冬期休業期間
（冬休み）

・通常保育 / 預かり保育あり
１号、新２号認定児……12月23日頃～1月6日頃の間は冬休みで休園
２号認定児 ……

年末年始休業期間（12月29日頃～1月4日頃）を除き通常保育です。

・冬休み期間、園バスは運行しません。
・1号、新２号認定児の冬休みの預かり保育の詳細は12月頃にお知らせします。

■運動会※5
□運動会前日の場所取り
・運動会の観覧場所確保には混雑が予想されますので、前日(特別日課の日)に場所取りの時間を設けます。
（指定時間以外での場所取りはご遠慮ください。）
・場所取りを希望の方は、指定時間までに入口横に並んでお待ちください。(別紙でお知らせ)
・観覧席は学年別のエリアに分かれています。他の学年のエリアの場所取りはお並びいただいた方の席の
確保が済んでからお取りください。
・先着順に２名づつ入場とします。家族以外の方の場所の確保は原則禁止です。
・確保するスペースは１家族／畳１枚程度とし広範囲の占有は禁止します。
・会場に置かれますシート等用品に関しては園及びＰＴＡでは責任は持てません。トラブル防止のため
名前の記入や飛散防止のため留め具の使用をお勧めします。
（石でシートを押さえることは禁止です）
・子どもたちが遊ぶ園庭ですので、ピンや留め具の抜き忘れがないようにご注意下さい。
・簡易テントやテーブル、イス等をご利用の場合は、他の観覧者の迷惑にならない範囲(後方)でお願いし
ます。

■遠

足※6

□持ち物(リュックサック又は園カバンに下記の物を入れて持たせてください)
遠足時のお弁当 / おやつ / レジャーシート / おしぼり / ハンカチ / ティッシュ /ﾋﾞﾆｰﾙ袋２～３枚 /
水筒 / 替えの下着（年少組及びお漏らしの心配のある子のみ）
※寒い場合は防寒対策として制服上着の中へセーターを着用したり、タイツを履きましょう。
□注意
・通常通り制服で登園。スモック・カラー帽子、名札を忘れずに
・登降園時間は内容により変更がある場合もあります。(詳細は別紙)
・乗り物に酔いやすい子は事前に担任までお知らせください。
・園外保育ですので、お子さんの健康状態をチェックし、体調がすぐれない場合は参加を控えるなど
ご家庭での判断をお願いします。
・遠足時のお弁当はマニュアルの「入園に際して」➡「園外保育（遠足）のお弁当」を参照してください。
・天候によっては延期や中止になる場合もあります。
・天候不良で延期や中止になった場合は通常降園時間(14：30)になります。雨天時でも遠足準備(お弁当
・おやつ等を持たせて)のまま登園してください。園内で遠足ごっこをします。
(緊急メールをご確認ください)
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■ 収穫祭（サツマイモ掘り）※7
□持ち物
・替えのスモックと靴下 ・ 長靴 ・ 手袋（お子様の手のサイズに合った物を持たせて下さい） ・ ビニール袋１枚(汚れた靴下用)
・ 丈夫な袋２枚(お芋用) ・体操ズボン
□お願い
畑に行きますので当日は長靴を履いて登園してください。
お芋用の袋には大きく名前を書いてください。また、袋は破けないように工夫しましょう。
お芋掘りで使用したスモックは砂や土がついて汚れる為、収穫祭で使用したら持ち帰ります。

■ 茨城県民の日※8
「県民の日」は、郷土の歴史を知り、自治の意識を高め、私たちのより豊かな生活と県の躍進を願う日と
して、1968(昭和43)年に、県の条例により定められました。1871(明治4)年11月13日に、初めて「茨城
県」という県名が用いられたことにちなみ、11月13日を「県民の日」としています。
茨城県民の日は県内外での施設で無料、又は割引制度がありますのでご利用下さい(詳しくは県ホームページ)
●茨城県の誕生について

1871(明治4)年7月に廃藩置県が行われ、全国に3府302県が設置されました。同じ年の11月に大規模な
統廃合があり、茨城県、新治県、印旛県が生まれました。その後、新治県、印旛県との統廃合を経て、1
875(明治8)年5月に、ほぼ今の茨城県の形となりました。

■ 創立記念日※9
若草幼稚園は昭和４６年に旧大宮町で初めての幼稚園として開園以来、地域の幼児教育の振興・普及に努
めてまいりました。園では、経営母体である常弘寺が真宗本山より幼稚園開園の承認を受けた11月29日を
創立(開園)記念日として規程により休園日としてますのでご理解ください。

１月 / ２月 / 3月
3学期始業式
クラス懇談会
（第２回）

全園児通常保育 / 預かり保育あり
・1年間のクラスの様子、進級に向けての目標・課題、次年度ＰＴＡ役員の推薦、園からの重要なお知らせ
等をお伝えします。
・開催時間：午前10時頃～午後14時頃( 各クラスごとに開催 )

ほうおんこう

報恩講
注意※10
卒園記念
写真撮影
(年長)
節分（豆まき）
生活発表会
(PTA活動あり)
注意※11

園児は通常保育です。

・浄土真宗を開いた親鸞聖人の亡くなった日を縁として行う行事です。
・全園児、常弘寺本堂にお参りをします。感謝の思いをこめてお勤めをし親鸞様の生い立ちの話を
常弘寺住職から聞きます。
・卒園アルバムに載せる個人写真やクラスごとの集合写真を撮影。
・制服着用(リボン、ネクタイ、名札、スモック) / ブラウスやスモックのゴムが緩んでいる場合は入れ直
してください。
・節分に行われる日本伝統行事の豆まきを園児全員で行います。
・主に製作活動を中心とし、子どもたちの自発的な考えや閃きを尊重しながら園全体で取り組む行事に
なります。子ども達の１年間の成長の様子をご覧頂きます。
・ホール：造形作品を展示 / 各クラス：絵画・教材等を展示
・PTA活動として担当者は模擬店の企画運営を行います。 (詳細は別紙)
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観劇会

・夢と感動を与える観劇は、子どもたちにとって大変有意義なものとなり、ストーリーからは道徳心や
知識なども育みます。
・劇団を園に招いて開催しますので、保護者には観劇料金のご負担をお願いします。

幼小連携事業
小学校探検
(年長)

・年長児は４月からの小学校入学を踏まえ、3学期に小学生との交流会や施設見学を通して、小学校生活へ
の期待を膨らませること目的とし、新しい生活環境に安心ができるように幼稚園と小学校で連携を行い
ます。
・小学校への登下校を想定して、交通安全への意識向上を目的に『就学前交通安全教室』を行います。

交通安全教室
(年長)

・通常登降園時間 / 道路の歩き方（ランドセル、傘を持って）、曲がり角、交差点、車の死角、疑似信号機を使用して
交差点での演習等
【お願い】
当日の天候により、タイツやセーターなど防寒対策にご配慮ください。(天候や諸般の都合によりにより延期、中止する場合もあります)

春の全国
火災予防運動

・春の火災予防週間の啓蒙活動を地域の皆様にも理解して頂くことを目的に、期間中は法被を着用して
登降園を行いますのでご協力ください。
・法被の数に限りがありますので、法被を着用する対象園児はその都度お知らせします。
・法被は期間終了後に洗濯して期日以内に園へ戻してください。(詳細は園便り)

PTA
奉仕作業
第２回

お別れ遠足

・保護者よる園内清掃作業を行います。(該当クラスは別紙でお知らせ) 第１回の奉仕作業に参加できなかった方は、
今回の清掃作業にご協力ください。
・園庭、園舎･ホール内外の掃除作業（窓ふきや床掃除など）
【持ち物】
【お願い】
第一回奉仕作業と同様
・園バスで移動しますが、目的地によっては観光バスを使用することもあります。
・降園時間が変更になる場合がありますのでご注意ください。
・注意事項、持ち物等は 【前記の遠足】と同様

卒園式
(年長)

・年長児と保護者のみ参加 (園バスの運行なし) / 年中、年少組は休園になります。

修了式

・1年間の学業の修了の行事です。
（年中少児のみ）

・会場：ホール / 制服制帽、ハイソックス(紺色)、通園ランドセルは必要ありません。詳細別紙

・全園児通常保育 / 預かり保育あり

春期休業期間
（春休み）

・年中少児は新学期に向けての準備の期間です。ご家庭でも規則正しい生活習慣を心がけてください。
１号、新２号認定児……修了式翌日～４月7日頃の間は春休みで休園
２号認定児……

通常保育。ただし、年度末休業日として３月末に休園日があります。

・春休み期間は園バスの運行しません 。
・1号、新２号認定児の預かり保育実施要項は3月頃にお知らせします。

■報恩講とは※10
浄土真宗を開いた親鸞聖人の亡くなった日を縁として行う行事です。親鸞聖人は私たちのために、「仏さ
まに感謝して、自分を見つめながら生きなさい」と言われ、現在の笠間市稲田に約２０年の長い間住まわ
れました。そして、
「手を合わせましょう」と言ってたくさんのお弟子を作りました。
（その弟子の１人が、
常弘寺の開基です）私たちに人間としての生き方、生きる目的を教えてくださった方、それが親鸞聖人で
す。そして、その教えに感謝する法要が「報恩講」なのです。京都の西本願寺では、１月１６日が聖人の
ご命日であることから、１月９日から８日間盛大に法要が営まれます。

■生活発表会※11
子どもたちがアイディアをよりイメージしやすくする為には、様々な材料が必要です。ご家庭で不要と
なった容器や紙製品を冬休み中に収集して、1月になりましたら提供をお願いします。
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□制作に際して提供をお願いする廃材
カップ麺やスープ、乳製品の容器、牛乳パック、ティッシュの空箱、ラップ・トイレットペーパーの芯
ペットボトル、卵パック、包装紙、食品トレー、毛糸、 新聞紙など
●廃材の収集期間

３学期始業式 ～ 生活発表会の2週間前まで（詳細は別紙にてお知らせ）
●お願い

・上記以外でも、使えそうな物がありましたら提供のご協力をお願いします。尚、廃材はあるものだけで
結構ですので随時持たせて下さい。
・ペットボトルや牛乳パックは水洗いし乾かしてから持たせて下さい。特に必要な物が牛乳パックと新聞
紙になります。
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