
 
ご入園・ご進級おめでとうございます 

 新年度の始まりです！初めての園生活を始める子ども達にとっては、様々な期待

や不安もあることでしょう。職員は子ども達の気持ちをしっかり受け止め、一緒に考

えたり行動したりしながら、一人ひとりが力を十分に発揮できるように保育をすすめ

てまいります。親から離れて遊ぶことができるのは、ご両親の絶対的愛情が支えに

なっています。乳幼児期の親子の絆は基礎となります。子ども達は“自分のしてい

ること” “考えていること”を家族に心から見てもらいたい、聞いてもらいたいと思っ

ています。毎日お仕事でお疲れのことでしょうが、話を聞いてあげ、スキンシップを

取りながら、短い時間でも親子の触れ合いを大切にして頂けたらと思います。 

４月の行事予定  

月 火 水 木 金 土 日 

   １ ２ ３ ４ 

      

 

 

 

 

 

 

５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ 

AM親子慣れ保育 ＡＭ 入園式 新入園児 

慣れ保育開始 

 

 AM マーチング 

指導【５歳児】 

 

 

 

 

１２ １３ １４ １５ １６ １７ １８ 

発育測定週 

 

 

 

 

 

 

PM 英語教室 

【４・５歳児】 

 

 

 

 

 

 

１９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ 

 

 

AM 自動車文庫 

【４・５歳児】 

PM お話しの会 

【５歳児】 

AMカターレ 

   サッカー教室 

      【５歳児】 

AM 誕生会  

 

 

 

２６ ２７ ２８ ２９ ３０ ５月の主な行事予定 

別紙・年間行事予定を 

ご参照下さい。 

 

PM 体操教室 

【５歳児】 

 避難訓練 【祝日】 

昭和の日 

 

 

 

 

 

入園式について 

お知らせしておりました通り、今年度も新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点

から、大人数での集まり・接触を避けるため、新入園児・途中入園児の家庭のみで

入園式を行い、３・４・５歳児は式に出席しないことになりました。 

それにつきまして、４月６日（火）は通常保育とさせて頂きます。総会・クラス打ち

合わせは当日行わず 総会資料を配布し書面議決を行います。 

何卒ご理解の程、よろしくお願い申し上げます。 

 ５歳児の 

常西プロムナード 

ハイキングについて 

 毎年、桜の開花する時期に合

わせて電車に乗って大山地区

の名所・上滝常西プロムナード

へハイキングに出掛けていまし

たが、今年度は、控えさせて頂

きます。ご了承下さい。 

４がつの 

つくしだより 
令和 ３年 ４月 

おおしょう保育園 



 令和３年度 職員紹介  

園     長 杉森 達朗 

副  園  長 真田 美也子 

主幹保育教諭 大島 さやか 

指導保育教諭 恒川 真美子 ・ 宮本 沙絵香 

 

【 ３歳以上児クラス 】 ～ ３.４.５歳児縦割りクラス ～ 

＜ さくらグループ ＞ ＜ ひまわりグループ ＞ ＜ すみれグループ ＞ 

井川 紗瑛子（４歳児） 

岡本 智美（５歳児） 

瓶山 姫菜（３歳児） 

三原 久美子（４歳児） 

岩竹 秋乃（５歳児） 

朝倉 ゆかり（４歳児） 

＜以上児クラスフリー＞ 恒川真美子（３歳児） ・ 松井広実（５歳児） 

※ (      )内は年齢別の担当クラス 

【 ３歳未満児クラス 】 

＜ うめ組 ２歳児 ＞ ＜ もも１組 １歳児 ・ もも２組 ０・１歳児 ＞ 

岡上 綾那 ・ 井波 涼花 

青木 輝代 ・ 清水 昌子 

清水 美穂 ・ 中井 知子 

市橋 恵子 

宮本 沙絵香 ・ 坂井 友香 

高倉 美早子 ・ 森 美里 

野村 幸子 

安井 千智 ・ 大西 恵 

 堀 祐子 

＜未満児クラスフリー＞ 中沢 由美子 ・ 田島 加奈 

 

延長保育 恒川 千津子（３歳以上児） 調理員 木下 由佳里  
職員異動のお知らせ 

 ３月３１日をもちまして、 

松尾綾乃保育教諭が退職致しました。 

 

看護師 村上 優佳 （もも組） 小川 昭美  

保育補助 日吉 昌江 （うめ組） 松井 恵子  

西野 真寿美（もも組・０歳児） 用務員 蜷川 美恵  

谷口 昌子 （もも組・１歳児） 事務員 横井 千春  

※（   ）内は担当クラス    

 

 

３歳以上児クラスの連絡帳の活用方法について、 

ご理解・ご協力のほどよろしくお願いします。 

 

 お子さまが成長し、お話しが上手になってこられると、その日に園であったことを

お話ししてくれるようになってきます。３歳未満児クラスの頃は、まだお話しが上手に

できないお子さまの園での様子をお伝えするため、連絡帳に詳しく記入してお伝え

していたかと思いますが、家庭で親子の会話を楽しんで頂くためにも、お子さまの

成長具合に応じて、４歳児頃から連絡帳に記入する日々の様子の記録を徐々に減

らしていきたいと考えています。まだ伝達が必要な場合はその都度、記載していき

ますので、ご理解・ご協力のほどよろしくお願いします。 

  

令和３年度の年間行事を 

配布しました。 
 

 本日、別紙で令和３年度の行事予

定を配布致しました。 

 まだ期日が決まっていないものに

つきましては、決まり次第つくしだよ

り等でお知らせ致します。 

 



令和３年度＊年間行事予定  

（   ）内は参加する園児の年齢    ★・・・保護者参加   ▲・・・祖父母参加 

＜５月＞ 

１１日の週 ★縦割り保育参観（３・４歳児） 

１２日（水）  歯科健診（全園児） 

１９日（水）  桐朋オーケストラ演奏会 

２７日（木）  内科健診（全園児） 

中旬  尿検査（全園児） 

中旬  視力検査（満３歳以上児） 

中旬  聴力検査（満４歳以上児） 

 

＜６月＞ 

１日（火）  プラネタリウム見学（５歳児）【園外】 

１～４日 ★緊急時引き渡し訓練（全園児） 

 降園時、お迎えの際に実施します。 

 ５日（土） ★親子運動会（０．１．２歳児） 

１６日（水）  春の自然体験（４・５歳児）【園外】 

１７日（木）  人形劇鑑賞（２～５歳児） 

１７・２４日（木） ★英語教室参観（５歳児） 

 

＜７月＞ 

７日（水）  七夕会 （３・４・５歳児） 

９日（金）  水泳教室（５歳児）【園外】 

１２日（月）～  水遊び開始   ４・５歳児 午睡開始 

中旬  夏祭り又は夕涼み会 で 検討中 

１６日（金）  水泳教室（４歳児）【園外】 

１９～２１日 ★個別懇談（３・４・５歳児）〔※希望者のみ〕 

２２日～８月２６日  １号認定・夏休み 

 

＜８月＞ 

１３日・１６日  お盆・自由登園 

２０日（金）  ４・５歳児 午睡終了 

２７日（金）  ３歳児 午睡終了 

 水遊び終了（全年齢） 

 

＜９月＞ 

１１日（土） ★親子草むしり（３・４・５歳児） 

下旬 ▲運動会予行練習・祖父母招待日 

２５日（土） ★親子運動会（３・４・５歳児） 

 

 

＜１０月＞ 

９日（土） ★親子ふれあい活動 検討中 

１３日（水） ★大庄小学校就学時健診（５歳児） 

中旬  秋の遠足（３・４・５歳児）【園外】 

２１日（木）  内科健診（全園児） 

 

＜１１月＞ 

上旬  焼き芋会 

１０日（水）  歯科健診（全園児） 

 

＜１２月＞ 

上旬 ▲生活発表会・祖父母招待日（３・４・５歳児） 

上旬 ★生活発表会 検討中 

１５～１７日 ★個別懇談（０・１・２歳児）〔※希望者のみ〕 

下旬  クリスマス会（全園児） 

２５日～１/１０日  １号認定・冬休み 

 

＜１月＞ 

中旬  卒園記念写真撮影（５歳児） 

 

＜２月＞ 

３日（水）  節分・豆まき会（全園児） 

下旬 卒園茶会（５歳児） 

 

＜３月＞ 

1日（火）  冬の自然体験（５歳児） 

３日（木）  ひなまつり誕生会 

中旬 ▲祖父母感謝の集い・卒園式予行練習 

※ ５歳児・祖父母招待 

中旬  卒園児とのお別れ会（全園児） 

１９日（土） ★卒園式 

２５日～  １号認定・春休み 

 

 

※ 感染症の拡大状況により、各行事が変更、

延期、中止となる場合があります。 

ご理解・ご協力の程、宜しくお願いします。 


