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平成 31年４月 3日（水）

小海保育園 文責 友野

ご入園、ご進級おめでとうございます！
新入園児 30名を迎え 31年度がスタートしました。新入園児のお友だち、ご家族の

皆様は、この日を楽しみに迎えられた事でしょう。新しい環境に慣れるまで不安もあ

るでしょうが、この出会いを大切に、子どもたち一人ひとりと信頼関係を築き、楽し

い保育園生活が送れるように、保護者ご家族の方と力を合わせていきたいと思いま

す。

在園児は一つ大きなお兄さんお姉さんとなり張り切っていますが、新しいクラス・担

任に戸惑う事も多いかと思います。元気に見えても子どもたちは、意外と疲れています。休息を十分にとり、健康

管理に気をつけましょう。この園だより「なかよし」は、月の行事・お知らせ・お願い・持ち物・子どもたちの様

子などを、お知らせしていきます。必ずお読みいただき、ご理解、ご協力をお願い致します。尚、４月の行事予定

は３月にお配りした「なかよし」をご覧の上、保育時間、行事などの確認をお願い致します。

お知らせ・お願い
○乗車指導は、4月 4（木）～9日（火）までに変更させて

頂きます。

○新入園児は、8：00～12：00 までは、慣らし保育期間と

なります。

○9日（火）から一日保育となります。給食おやつを食べ、

お昼寝が開始となります。

○ヘルメットは町の交通安全協会より、寄贈された物です。

安全の為に、毎日着用させて下さい。ヘルメットに貼っ

てあるバス乗車シール以外のシールは貼らないようにしま

しょう。

○全園児対象に、希望で個別懇談を行います。期間は 4 月

中で（水曜日は職員会議の為除きます。）時間は 4時半以

降で一人 15分程度です。ご希望される方は担任まで申し

出て下さい。

○園児の送迎で車を利用される方は、北側駐車場に必ず止

めて安全を心がけて下さい。送迎の際は、子どもの手を

離さない様にし、クラスの前まで送り迎えをお願いしま

す。

○今年度も６月と１０月に全員を対象にした、個別懇談を

予定しています。詳しくは、一ヶ月前になったらお知ら

せします。

○園では子ども達のスナップ写真を撮り、年２～３回集金

袋に入れて持たせます。一枚４０円で集金させて頂きま

す。

○朝食は、家でしっかり食べてから登園しましょう。

○歯ブラシ、コップは毎週持ち帰ります。持ち帰った際

にはきれいに洗い、コップの茶渋を落とし、歯ブラシ

の開き方も確認して開いている時は取り替えをお願い

します。歯ブラシ袋も毎週洗いましょう。

○カッパはカバンの外ポケットに必ず入れておいて下さ

い。使用した際は乾してからカバンに入れる様にしま

しょう。

○洋服、靴下、下着、ハンカチなど全ての物に名前をは

っきりと書いて下さい。

○着替え袋には汚れ物の持ち帰り用にビニール袋を２～

３枚（名前を書く）入れておいて下さい。汚れ物はそ

のまま持ち帰ります。翌日着替えの衣服を持たせて下

さい。

○昼寝時にパジャマ、布団カバーが汚れた場合、そのま

ま持ち帰りますので、翌日替わりのパジャマ、布団カ

バーを持たせて下さい。

○カバンに付けるキーホルダーは１個にしましょう。沢

山付いたカバンは重く、キーホルダーが絡み合ってカ

バンの開け閉めが、困難になる場合があります。

○年間計画は別紙の通りです。

○園だよりは、町のホームページにも掲載します。

○保育料は毎月２５日に引き落としになります。口座の

確認をお願いします。（25 日が休日の場合は、翌月曜
日が引き落とし日になります。）
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自分で考え行動できる子ども

楽しく食べる子ども 思いやりのある子ども
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【保育時間について】 保育時間は午前８時～午後４時です。

期 間 2019年 4月 3日（水）～2020年３月 26日（木）

保育時間
８：００～１６：００

給食・おやつあり（お箸持参）

☆ 通園の際には、安全のために必ず駐車場を利用し、バス回転場（園庭側）に車を乗り入れないで下さい。

☆ 駐車場での安全は保護者が責任を持ち、お子さんの手を離さないようお願いします。尚、年少組・未満児の西棟（裏

棟）入口は、給食業者の出入りもありますので特にご注意下さい。

☆ 保育園へは午前8時４５分までに登園して下さい。9時以降の登園は、防犯のため出入り口が施錠されます。

☆ 欠席・遅刻の連絡は、午前８時 3０分までにお願いします。

☆ 迎えの時間は正確にお願いします。（迎えが早くなる、又は遅くなる時は連絡を入れて下さい）

☆ バス通園児・・・バス停へのお迎えは早めにお願いします。バス停にお迎えの方がいない場合は、バスで園に戻りますの

で連絡をお願いします。

☆１２時～１４時までは午睡時間ですので、電話はご遠慮ください。（緊急の場合は除きます。）

★延長保育について

午後 4時を超えて保育が必要な場合、延長保育となります。利用に当たっては、毎月「延長保育申込書」が配布され、翌

月の希望を取りまとめます。必要な場合のみ提出をお願いします。 延長保育は必要な方のための保育です。「子どもがや

りたがっているから…」などの理由での申し込みはご遠慮下さい

◎延長保育の実施時間帯

・早朝の時間・・・７：３０～８：００ ・夕方の時間・・・１６：００～１９：００

◎延長保育料金（短時間の方に限ります）

実施時間 早朝 ７：３０～８：００ 夕方１６：００～１９：００

料金 無 料 １時間ごとに１００円

◎注意事項

・延長保育は西棟（裏棟）ホールにて行っています。職員が時差出勤をしていますので、午前 8時までは延長保育の玄

関（裏棟入口）から受け入れをします。裏棟玄関から登園して下さい。午前８時まではホールでの保育となります。

・午後 4時以降は延長保育となります。裏棟玄関の方へお迎えに来て下さい。

・延長保育を希望される方は、本日配布の延長保育申込用紙に記入し、 4 日（木）までに担任へ提出して下さい。

・延長保育の依頼は申込書でお願いします。急な場合も必ず申込書を提出して下さい。

★希望保育について

希望保育とは、土曜日（祝祭日は除く）や長期休みの指定日などに、両親などが仕事や、家族の介護のため、児童の保育

が十分に出来ない時に利用できます。したがって、レジャーや余暇活動などの個人的な都合や「子どもがやりたがってい

るから」などの理由での利用はご遠慮ください。

◎希望保育日

・各月の土曜日（祝祭日を除く）

・長期休み（夏休み、春休み、お墓参り休園）の指定された日。

◎保育時間

・８：００～１６：００

・延長保育・・・ 朝 ７：３０～８：００

夕方 土曜日 １６：００～１７：００

平 日 １６：００～１９：００
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◎希望保育の申し込み

・毎月申込用紙が配布され、翌月の希望を取りまとめます。

○新入園児の皆さんで希望保育の申し込みをされる方は、希望保育申し込み書を 4日（木）までに担任へ提出して下さ

い。

◎キャンセル・変更について

・希望保育は園児の申し込み人数によって、職員配置を行っています。直前の申し込みは緊急の場合以外ご遠慮下さい。

また、キャンセルする場合は、朝 9時までに連絡をお願い致します。（小海保育園 ９２－２３５１）

◎注意事項

・通園バスはありませんので、送迎は保護者の方がお願いします。

・希望保育は西棟のホールにて行います。送迎はホールまでお願いします。

・持ち物はいつもの物の他に、おかず入りのお弁当を持たせて下さい。

※延長保育・希望保育が急きょ必要となった場合は、連絡ノートか電話でお知らせ下さい。

＊テーブル雑巾を９日（火）までに一人一枚提出して下さい。雑巾は市販の雑巾ではなく、下記の作り方≪手縫い≫でお願

します。（全園児）＊無記名でお願いします。

職員配置表
○小海保育園 小海町大字小海４０４１－４ ☎９２－２３５１

〔園長〕黒澤 五雄 〔係長・主任〕木次 真理子 〔副主任〕井出 かつよ

ク ラ ス クラスカラー 担 任 保 育 士

未
満
児

ひよこ (0 歳) ― 遠藤 友子

り す (1 歳) ― 佐藤 智恵

ぱんだ （1 歳) ― 友野 早苗

うさぎ (2 歳) 白色 井出 和樹

年
少
児

す み れ 紫色 井出 かつよ

ひまわり 緑色 井出 彩香 【加配】渡辺 美幸

たんぽぽ 橙色 木次 真理子 【加配】飯島 美紀

年
中
児

う め 赤色 新井 春菜 【加配】志村 朋子

き く 黄色 山口 華子 【加配】篠原 清美

年長児 さ く ら 桃色 黒澤 あづさ 【補助】佐藤 ユミ

給 食 担 当 山口美幸 小池彩夏 砂原有香 管理栄養士 大塚愛美

代 替 職 員
神沢のり子・高見澤茂美・有坂町子・新津弥生・井出由美・篠原明子・井出千絵

小塩さやか・(冬期間・由井みどり・篠原 益子・井出 昌美)

一時保育担当 佐藤智恵

○小海なかよし児童館 ☎小海９２－２５８０

〔館長〕黒澤五雄 〔係長〕鷹野加南子・篠原伊純 (臨)倉島実希恵 (代)荒籾知恵 (代)小池ちづる・(代)有坂和枝
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《おねがい》
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