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６月行事予定
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国風第一幼稚園 平成２６月年５月２２日
この日から夏の制服に替わります。胸のバッチ・帽子のバスコースワッペンを
付け替えてください。男子のズボンは冬制服と同じです。４月１１日付け「幼稚
園生活についてお願い」の２頁「＜服装について＞」及び「入園に際してお願い」
衣 の２頁「★服装について」を再読いただきまして、正しい制服をご用意ください。
全
替
あそび着は使用しませんので、秋までご家庭で保管してください。
員
え
衣替え以降１０日程度は、寒い日には冬制服（上着を着用しないで制服ブラウ
ス（白長袖ブラウス）
、白半袖ブラウスもしくは白半袖ポロシャツでも良いです。
必ずクラスバッチとバスコースバッチは付け替えてください。
）を着用していた
だいて結構です。お母さまの判断にて最適と思われる服装をお選びください。
全員
母の会より歯ブラシが贈られます。詳細は別記をご覧ください。
年長
英語で遊ぼう
キャッシー先生による英会話です。
体操服上・下［半袖・半ズボン］を着用して登園してください。
年少
体育の日
体操服にクラス･名前を記入してください。
全 員
母の会より歯ブラシが贈られます。詳細は別記をご覧ください。
全
園歯科医さんによる検診を実施します。当日は、朝食後にしっかり歯をみ
歯科検診
員
がいて登園してください。検診結果は、後日お知らせします。
年長・年中
体育はおやすみです。
年少組は幼稚園の周囲をぐるっと歩いてまわり、園庭でお弁当を食べます。仲良
園 く、集団で歩く練習をします。
外
年長組と年中組は児玉公園まで、先生と園児さんで歩きます。
保 ☆リュックサックにお弁当・おやつ・水筒・敷物・お手拭きを入れてください。
育 ☆バス及び徒歩通園の時間は、平常通りです。
全
・ ☆持ち物には、はっきり組・名前を書いてください。(特に水筒、敷物)
遠 ☆水筒は自分で開け閉めでき、飲むことのできる物にしてください。また、使い慣れ
足
たものが良いと思います。
員
ご ☆お弁当は、自分で出し入れできる袋などに入れてください。
っ ☆敷物は大きすぎない１人用の物にしてください。
こ
雨天中止ですが、給食はありませんのでお弁当を持って登園してください。幼稚園
で遠足ゴッコをします。おやつは持たせてください。
６月分授業料振替日です。残高の確認をお願いします。
年長
英語で遊ぼう
キャッシー先生による英会話です。
年少
体育の日
体操服上・下［半袖・半ズボン］を着用して登園してください。

11 日水

母の会役員

プールの掃除 10 時 30 分から 12 時頃までの予定です。(雨天予備日 14 日)

12 日木

年長・年中

体育の日

体操服上・下［半袖・半ズボン］を着用して登園してください。

13 日金

全員

避難訓練

火災対策の避難訓練を行います。

14 日土

全員

16 日月

年長
年少

18 日水

全
員

父の日保育参観
お父さん、もしくはお母さんの参加をお願いしま
① 9:00 開始、10:00 終了
す。詳細は別記をご覧ください。
②10:45 開始、11:45 終了
※ 駐車場はありません。別記をご覧ください。
英語で遊ぼう
キャッシー先生による英会話です。
体育の日 体操服上・下［半袖・半ズボン］を着用して登園してください。
６月生まれのお友達をお祝いします。お祝い会をお遊戯室で行いま
お誕生会 す。事前に招待状をお渡しします。10 時 30 分開始、11 時 30 分頃終
了予定です。
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19 日木

年長
年中

19 日木
20 日金
全員
20 日金

年長
23 日月

年少
年長

26 日木

年中
年長

30 日月

年少
全員

プール開きを行います。水遊びをしますので、水着の用意（水着・タ
オル・スイミングハット）を持たせてください。
体育の日
また、お天気の状況によりプールに入れないことがありますので、体
操服を着用して登園するようにしてください。
ぎょう虫卵 検査セロファンは事前にお渡しします。２日分の検査を終えたら、検査
検査提出日 セロファンを１９日もしくは２０日に提出してください。
事前に、紙コップと容器をお渡ししますので、２０日金曜日の朝、紙コッ
プで尿を採取し容器に適量を移しかえて、その日に提出してください。
尿検査
紙コップはご家庭で破棄してください。
提出日
＊提出日は２０日(金)だけです。この日にご提出いただけないと検査は
できなくなりますので、お忘れなくご提出ください。
英語で遊ぼう
キャッシー先生による英会話です。
体操服上・下［半袖・半ズボン］に制服の上着を着用して登園してくだ
体育の日
さい。体操服にクラス･名前を記入してください。
体育の日 体操服の用意を忘れないようにしてください。
水遊びをしますので、水着の用意（水着・タオル・スイミングハット）を持たせ
てください。
体育の日
また、お天気の状況によりプールに入れないことがありますので、体操服
を着用して登園するようにしてください。
英語で遊ぼう
キャッシー先生による英会話です。
体操服上・下［半袖・半ズボン］に制服の上着を着用して登園してくだ
体育の日
さい。体操服にクラス･名前を記入してください。
しょうれい会
６月中元気に登園出来たごほうびをいただきます。

※年長組「山の生活」の日程は、７月３０日（水）、３１日（木）の１泊２日の予定です

☆☆ 歯みがき指導について ☆☆
６月４日の虫歯予防デーにちなんで、母の会より園児さんに歯ブラシ
が贈られます。年長・年中組の方は、歯ブラシに水で消えない油性イン
クで記名のうえ、歯ブラシ専用のケースもしくは袋に入れて、５日木曜
日に幼稚園に持たせてください。幼稚園での給食後、歯磨きを実施しま
す。年少組のお友達は、ご家庭で歯磨きをする習慣を付けるようご指導ください。

☆☆ 父の日保育参観について ☆☆
お父さん、もしくはお母さんの参加をお願いします。親子で、通常通りの服装・ランドセル
着用で登園してください。終了後も、親子で降園していただきます。当日、スクールバスは運行
しません。
今年は、①クループと②グループの２グループに分けて実施します。グループ分けは既にお知
らせしたとおりです。お間違いのないようにお願いします。
日時：６月１４日土曜日
①グループは 9:00 開始（8:30 以降、8:50 までに登園してください。
）
10:00 終了予定
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②グループは 10:45 開始（10:15 以降、10:35 までに登園してください。
）
11:45 終了予定
☆ ご兄弟で在籍の方でご希望の方は、①グループ参観時は②グループのご兄弟を、②グループ
参観時には①グループのご兄弟を図書室でお預かりいたします。あらかじめ担任までお申し出
ください。
※ ①グループ終了後、②グループの開始までの入れ替え時には、混雑が予想されます。①グル
ープの方は保育終了後、大変申し訳ありませんが、すみやかに降園をお願いします。また、②
グループの方は、１０時１５分以降に登園して頂きますようにお願いします。
※ ８時３０分までは、園庭、教室の清掃等準備の都合により、門は開いておりませんので、ご
承知とご理解をお願いします。
※ 駐車場はありません。

***６月２３日月曜日から水あそびの準備をお願いします。***
待ちに待った水あそびの季節です。水を怖がらずに遊べるように、また健康作りの一環として、６月
２４日月曜日から実施予定といたします。年長組では、水に浮くこと・泳げることを目標としますが、水を
怖がらずに顔付けが出来ることが、第一歩です。楽しんで水あそびが出来ることを第一の目標と考え
ております。
① ６月２３日月から６月・７月・８月（夏季保育）・９月第１・２週目は、全員、毎日水泳の用意を持たせて
下さい。天候状況によりプールに入ります。
② 水泳の用意は、水着・スイミングハット・タオルをビニール製（濡れても良い素材）の袋等に入れた
ものです。
③ 水着・スイミングハット・タオル及び当日着用する下着類はパンツ、シャツ類すべてに油性ペン(水
に濡れてもにじんだり消えたりしないもの)ではっきり名前を書いて下さい。※⑨をご覧ください。
④ 水あそびのオモチャ類や浮き輪は持って来ないようにして下さい。
⑤ ゴーグル（水中眼鏡）は、ガラス製は禁止しますが、日頃からスイミング教室などで使っていて、ご
自分で管理できる方、或いは医師よりゴーグルの使用を勧められた方は、プラスチック製のものに
限り、名前を明記して使用してもいいです。但し、年少組は自分では管理できませんので、原則と
して使用しないでください。
⑥ つめは短く切り、からだ、特に頭髪は清潔にして下さい。また、頭髪の長い園児さんは、服の襟に
つかないようにカットするか、もしくは髪を結んで下さい。プールに入った日はお家で髪をシャン
プーで充分に洗ってください。
⑦ 登園前にはお子さんの健康状態を、よく観察して下さい。プールに入れない場合には、必ず幼稚
園まで連絡して下さい。また、水着を持たせないようにしてください。
⑧ 特に、プールで感染する病気とされている、ヘルパンギーナ・プール熱・手足口病・溶連菌
感染症等の診断を受けた場合は、必ず幼稚園までご連絡ください。
⑨ スイミングハットとタオルについて
５月１９日配布の通信「スイミングハットの注文受付および水遊びについて」を再度ご確認く
ださい。
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※ 母の会の皆様へ
お忙しいところ誠に恐縮ですが、プール掃除のお手伝いをお願いします。６月１１日（水）10
時 30 分から 12 時頃までです。タワシ・スポンジなどを持って身軽な服装でご参加ください。
また、長靴やゴム手袋等もあったらご持参ください。洗剤は、園で用意します。(雨天の場合は､
1３日に順延します｡)

男子夏制服について
男子の夏制服（上着）の後ろ中央のすそ（センター ベンツ）
は糸でしつけてあります。この糸は出荷時の型崩れ防止のための
糸ですから、抜いて着用してください。ベンツが広がって動きや
すくなります。よろしくお願いします。

父の日保育参観（６月１４日土曜日）の駐車場について
幼稚園の駐車場は多くの保護者の皆様がお車でご来園されるには充分な駐車台数ではありませ
ん。また、父の日保育参観当日は、雨が降っていなければ駐車場はすべて駐輪場として利用する
予定です。
従いまして、駐車できないものとご理解いただき、公共交通機関、自転車、徒歩もしくはご家
族の方の送迎でご来園いただきますようにお願いします。
なお、お車を、他のお店の駐車場、駐車禁止区域、他家の出入り口前や駐車場出入り口等に駐
車して他人の迷惑にならないようにお願いします。特に、グラッチェガーデンズとアマノドラッ
グやミユキモールの駐車場には、絶対に駐車しないでください。お食事やお買い物をされる、そ
の時だけ駐車していただき、幼稚園にお越しの時間帯は絶対に駐車しないようにお願いします。
幼稚園の駐車場がご利用できない場合は、有料駐車場をご利用ください。庄内通りから庄内通
１丁目と３丁目の間の庄内通西側、笠取町２丁目７４番地、並びに鳥見町１丁目７番地付近（タ
イムズ）に有料駐車場があります。宜しくご理解とご承知賜りますよう重ねてお願い申し上げま
す。

