
      ２月行事予定表         国風第一幼稚園 平成26年1月23日 

３日（月） 

全員 
節分 

(豆まき） 

 幼稚園で節分（豆まき）の行事を行います。今年も

健康で良い年でありますように、鬼はそと、福はうち!! 

年長 英語であそぼう キャッシー先生による英会話です。 

年少 体育の日 体操服の用意をしてください。※別記参照 

ばら組保育参観（体育） ※詳細は別記をご覧ください。 

４日（火） 全員 お誕生会 皆で、２月生まれのお友達をお祝いいたします。 

５日（水） 全員 避難訓練 地震対策の避難訓練を実施します。 

６日（木） 
全員 授業料振替日 ご指定の郵便局口座の残高をご確認ください。 

年長・年中 体育の日 体操服の用意をしてください。※別記参照 

１０日（月） 

年長 英語であそぼう キャッシー先生による英会話です。 

年少 体育の日 体操服の用意をしてください。 

もも組保育参観（体育） ※詳細は別記をご覧ください。 

１１日（火） 建国記念の日   お休みです。 

１２日（水） 年長 クロネコヤマト交通安全教室を母の会主催で実施します。 

１３日（木） 
年長 

年中 
Ａグループ 

保育参観 

音楽発表会 

午前10時40分～11時30分 

年長・年中組Ａグループの保護者は、 

10時 30分までにお遊戯室にお入りください。 

１４日（金） 
年長 

年中 
Ｂグループ 

保育参観 

音楽発表会 

午前10時40分～11時30分 

年長・年中組Ｂグループの保護者は、 

10時 30分までにお遊戯室にお入りください。 

１７日（月） 

年長 

保育参観 

年長①グループ 

「英語で遊ぼう」 

場所：図書室 

「英語で遊ぼう」を参観していただきます。 

１．かんな組①グループ 10:30から 10:50まで 

２．うめ組①グループ   10:55から 11:15まで 

３．すみれ組①グループ 11:20から 11:40まで 

開始時刻５分前までに直接図書室にお越しください。 

年少 体育の日 体操服の用意をしてください。 

ゆり組保育参観（体育） ※詳細は別記をご覧ください。 

１９日（水） 
年長 

お別れ遠足 

[名古屋城] 

 年長組のお友達と先生で、お弁当を持って名古屋城

にスクールバスで行きます。雨天予備日３/５水です。 

年中 ①グループ保育見守り参観 ※詳細は別記をご覧ください。 

２０日（木） 年長・年中 体育の日 体操服の用意をしてください。 

２１日（金） 全員 
ふれあい 

動物園 

母の会のご協力により、堀井動物園が幼稚園に来る

ことになりました。詳細は、後日お知らせします。雨天

予備日２/２８(金)です。 

２４日（月） 
年長 

保育参観 

年長②グループ 

「英語で遊ぼう」 

場所：図書室 

「英語で遊ぼう」を参観していただきます。 

１．かんな組②グループ 10:30から 10:50まで 

２．うめ組②グループ   10:55から 11:15まで 

３．すみれ組②グループ 11:20から 11:40まで 

開始時刻５分前までに直接図書室にお越しください。 

年少 体育の日 体操服の用意をしてください。 



２５日

（火） 

全

員 

臨時 

半日

保育 

既にお知らせしましたように、新入園児身体検査を実施します

ので、半日保育とします。給食は有りません。 

 スクールバスは 11:15発車、歩きのお迎えは 11:30です。 

 ＜月単位ホームルーム申込者でホームルームを申し込まれた方はお弁当

を持たせてください。その他の方は園長までご相談ください。＞ご理解の

上、宜しくご協力をお願い申しあげます。 

新入園児 

身体検査 

 新入園児さんには別途お知らせしますが、平成２６年度新入園児さんを対象

とした身体検査を実施します。男子は午後１時１５分までに、女子は午後１時

４５分までに来園くださるようお伝え願います。 

２６日（水） 年中 ②グループ保育見守り参観 ※詳細は別記をご覧ください。 

２７日（木） 年長・年中 体育の日  体操服の用意をしてください。 

２８日（木） 

全員 

（女子） 

ひなまつり 

写真撮影 

女子はクラスごと写真撮影を行いますので、正しい服

装に留意してください。後日、注文を受付します。 

全員 しょうれい会 ２月もがんばって登園しましたのでごほうびがあります。 

★★★ お別れ遠足について ★★★ 

☆ 朝と帰りのスクールバスは平常通り運行します。 

☆ 幼稚園からスクールバスで行きます。10:15 頃出発しますので、遅れないように登園して

ください。 

☆ お弁当･おやつ･水筒･お手拭き･敷物を持たせて下さい。 

☆ 雨天の場合は中止します。給食はありませんので、上記の遠足の用意を持たせてくだ

さい。不明の場合も用意をして登園してください。 

※ 年長組は予備日を設けました。予備日の場合は、給食がありますので、お弁当は必要

ありません。 

◎ 年中組のお別れ遠足は３月４日火曜日で、年少組は３月１２日水曜日です。 

★★★ 体育の服装（体操服）等について ★★★ 

冬体操服（長袖上着）は、原則１２月から３月までの期間に使用します。着用する時は、半

袖体操服の上に重ね着してください。実際の体育の時は、最初から夏体操服（半袖）で行っ

たり、運動して暑くなったら冬体操服（長袖上着）は脱いだりします。 

冬体操服に名前を付けてください。（名前の付け方は１２月行事予定をご覧ください。） 

★★★ 体育参観（年少組）について ★★★ 

日程   平成２６年２月 ３日（月） ばら組体育参観 

            ２月１０日（月） もも組体育参観 

            ２月１７日（月） ゆり組体育参観 

時間   午前１０時１５分から１０時４５分まで 

場所   お遊戯室 

注意事項 

  ○ 放送の案内を聞いてからお遊戯室にお入りください。 

  ○ 参観時間中の遊戯室への入退室は自由です。 

  ○ 普段の体操の様子を見て頂きます。 



  ○ 小さいお子様を連れて見える方は、保育の妨げにならないよう、また安全に気

を付けてすわって見るようにご配慮をお願いします。 

  ○ 写真、ビデオの撮影は禁止とします。 

  ○ 参観のクラスは各学年３クラスの１番目のレッスンになります。時間が決まっ

ていますので、定刻にレッスンを始めます。時間厳守でお願いします。 

★★★ 年中保育見守り参観について★★★ 

日程    平成２６年２月１９日（水）年中①グループ 

２月２６日（水）年中②グループ 

時間   いずれも午前１０時３０分から１１時３０分まで 

場所   いずれも各保育室 

注意事項 

 ○ 放送の案内を聞いてから各保育室にお入りください。 

 ○ 参観時間中の保育室への入退室は自由です。 

 ○ 園児さん１名につき、保育室に入れる参観者は１名です。途中で交代していただ

くことは可能です。 

 ○ 今回の「見守り参観」は、なるべく普段の保育の様子をご覧いただくことを目的

（ねらい）としています。従いまして、ふれあい参観と異なりお子さまに話しかけ

たり援助したりしないで、お子さまの様子が見やすいところから静かにそっとご覧

ください。また、お母様同志の私語もご遠慮ください。 

   また、保護者の皆様を意識することなく、普段通りに保育を始めます。いつもの

ように、参観前の担任からの挨拶等はありませんので宜しくご理解とご承知をお願

いします。 

 ○ 小さいお子様を連れて見える方は、保育の妨げにならないようにご配慮をお願い

します。 

 ○ 写真、ビデオの撮影は禁止とします。 

★★★ 大雪時の保育について ★★★ 

 寒い日が続きます。１月・２月は雪の降る日もあるかと思います。雪が降っても特に大雪で

ない限り、保育は平常通り行う予定です。 

 しかし、スクールバスは雪や道路の凍結に弱く、安全上、運行困難な場合がありますので、

送迎予定時刻に大きく遅延することもあります。また、スクールバスは運休し、ご父兄の送迎

による自由登園になる場合もあります。その折は幼稚園からのメール配信をお待ちください

ますようにお願い致します。さらに、大雪の場合は臨時休園になる場合もありますので、ご注

意ください。ご理解とご協力をお願い申しあげます。 

 この様な一斉緊急連絡はメール配信を第一の手段とします。やむを得ない事情によりメー

ルアドレスの登録のできない方にはこれまで通り電話連絡しますが、出来る限りバスキャッチ

へのアドレスの登録をお願いします。なお、個人的な連絡はこれまで通り電話で行いますの

で、連絡用携帯電話番号の変更がある方は、必ず変更のご連絡を担任までお願いします。 

バス通園児さんがバス停に出られるときには、是非、メールの受信できる携帯電話（スマー

トフォン）をお持ちくださるようにお願いいたします。１０分以上遅延する場合は、遅延メール



は配信されます。また、携帯電話のバスキャッチサイトで当該バスコースのバスの運行状況

が把握できます。 

 

★★★ 最近気づいたことでお願い ★★★ 

登園時刻について 
 徒歩通園児さんは９時３０分までに登園してください。遅くとも１０時までにお願いしま

す。 

服装について 
 特に寒い日や体調の不十分な日は保護者の方のご判断により、長ズボン・ベスト・手

袋などを着用していただいても結構ですが、制服として着用しますので柄は制服に近

いチェック（ギンガムチェック）柄か無地、色は黒、グレー又は紺色とします。 

トイレでズボンやタイツなど自分で着脱のしやすい、簡素なものでお願いします。 

子どもは風の子と申します。出来る限り半ズボンで頑張りましょう。 

マフラー類やジャンパー類は、バス通園児さんはバスに乗車するときに、徒歩通

園児さんは幼稚園に到着されたときに取り外してお母様の方でお預かりください。        

マフラー類やジャンパー類を着用したままですと、園庭でのお遊びの際に遊具に

引っ掛かるなどして危険ですから、幼稚園内では着用しないこととしております。園

内での安全管理のためご理解とご協力をお願いいたします。 

手洗い、うがいの実行 
幼稚園では手洗い、うがいをするようにしております。ご家庭においても、外から

帰った時のうがいや食事、おやつの前の手洗い、トイレの後の手洗いなどの習慣づ
けにご協力ください。風邪等の感染症予防の為に、習慣付けしたいものです。 
持ち物には名前の記入を 
ハンカチ、ティッシュなどに必ず名前を書いてください。また、手袋はひもなしで左

右共に表側に名前を書いてください。 

平成２５年度卒園式並びに修了式の日程について 

年間行事予定でお知らせしましたとおり、平成2５年度卒園式は3月1８日火曜日で

す。進級園児さんの修了式は、3月2４日月曜日です。 

 

春休み中の特別預かり保育及び平成2６年度新学期の日程について 

春休みの特別預かり保育は３月２５日(火)～２７日(木)の３日間となります。３月２

８日(金)から４月６日(日)は預かり保育もお休みです。 

平成２６年度１学期始業式は４月７日(月)で、預かり保育は実施します。ご希望され

る方は、半日保育ですからお弁当を持たせてください。 

なお、平成２６年度入園式は４月４日(金)です。入園式に参加していただく園児さん

には別途お知らせいたします。その他の、入園式に参加しない園児さんはお休みです。

お間違いの内容にお願いします。 

４月８日火曜日から全員登園して頂きます。詳細は４月行事予定表でお知らせします。 

４月８日火、９日水は給食なしの半日保育で、１０日木から給食が始まります。 


