９月行事予定
国風第一幼稚園

平成２８年８月２日

８月授業料等振替日です。口座残高のご確認をお願いします。年長組はアルバム
積立金 1,000 円及び卒園記念品積立金 500 円が加算されます。

８月８日月曜日

１日木 本日より平成２９年度入園案内・願書を配布します。

１日木

２日金
５日月
６日火

帽子・上靴などの持ち物の名前を書き直して持たせてください。半日保育（給
食なし）です。月単位申込者で預かり保育をご希望の方は、お申し出ください。
全
また、お弁当を持参してください。
員
ご自宅に持ち帰っているセーフティークッションは洗って通園バックに入れ
て持たせてください。年中・年長組の鍵盤ハーモニカは２日(金)に持たせてく
ださい。
本日より平常保育です。給食が始まりますので、はし等、ミルクカップ、ナプキンを
全
持たせてください。
員
９月９日金まで、毎日水着の用意をお願いします。状況によりプールに入ります。
年長 英語で遊ぼう
キャッシー先生による英会話の日です。
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。
年長
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。
全員 ９月分授業料振替日 ８月と同額です。残高の確認をお願いします。
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10 日土

12 日月
13 日火
15 日木
16 日金
19 日月
20 日火
22 日木
26 日月
27 日火
30 日金

避難訓練

火災対策の避難訓練を実施します。

体育の日
体操服［半袖・半ズボン］を着用して登園してください。
体操服の着
９月８日(木)から運動会終了までは、毎日体操服（半袖シ
用について ャツ・半ズボン）を着用して登園させてください。
敬老の日ふれあい参観
※２部制で行います。※

全 ②グループ 9:00 開始、10:00 終了
①グループ 10:45 開始、11:45 終了
員 祖父母の方の参加をお願いします。詳細は別記をご覧ください。
※ 駐車場はありません。別記をご覧ください。
年長
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年長
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年長
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年長
体育の日
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しょうれい会

キャッシー先生による英会話の日です。
体操服上・下［半袖・半ズボン］を着用して登園してください。
体操服上・下［半袖・半ズボン］を着用して登園してください。
体操服上・下［半袖・半ズボン］を着用して登園してください。
９月生まれのお友だちを皆でお祝いします。
祝日でお休みです。
体操服上・下［半袖・半ズボン］を着用して登園してください。
祝日でお休みです。
キャッシー先生による英会話の日です。
体操服上・下［半袖・半ズボン］を着用して登園してください。
体操服上・下［半袖・半ズボン］を着用して登園してください。
1 ヶ月よく頑張って登園しました。ご褒美をいただきます。

＊＊＊ プール開放について ＊＊＊
夏休み中は、プール開放を積極的に利用してください。
プールを利用できる時間は、１２：３０から１６：００までです。
詳細は、７月２０日にお渡ししました「夏の生活について」をご覧ください。

新福寺公園で運動会の練習をします。
9 月 8,13,15,23,27,29,30 日の午前は、雨天でなければ、学年ごとに入れ替わって新福寺公
園へ運動会の練習に行きます。いつ、どの学年が行くかは未定です。前日もしくは当日にお尋ねくだ
さい。なお、新福寺公園の駐車場はありません。加えて近隣は駐車禁止です。お車は止めて、徒歩も
しくは自転車でお越しください。自転車は道路や歩道上に駐輪しますと車や歩行者の通行の妨げとな
りますので、公園内敷地に駐輪してください。毎年、近隣の方や警察の方にご迷惑をかけているよう
ですから、よろしくご協力をお願いします。

☆☆ 敬老の日ふれあい参観について ☆☆
祖父母の方の参加をお願いします。
祖父母の方が参加できない場合は、保護者の方１名のご参加をお願いします。
祖父母の方と一緒に、通常通りの服装（制服・制帽）で登園してください。ランドセルは必要あり
ません。
終了後も、祖父母の方と一緒に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。
今年も、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。父の日保育参観とは時刻は異なりますので、お間違いのないように確認をお願いし
ます。

日時：９月１０日土曜日
②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
①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
★ 園児１名に対し、祖父母の方は２名まで参加できます。
（祖父母の方の参加人数を別表でお知らせ
ください。
）
★ 祖父母が参加されない方は、保護者１名の参加をお願いします。
（保護者が参加される場合も別表
でお知らせください。
）
★ 祖父母と保護者（父・母）の参加はできません。祖父母＋母（父）は不可です。但し、祖父母の
方の体調等で付き添いの必要な場合は、幼稚園までご相談ください。
★ 祖父母の方とお孫さん（園児さん）では登園できない場合は、保護者の方の送迎をお願いします。
★ ご兄弟で在籍の方でご希望の方は、②グループ参観時は①グループのご兄弟を、①グループ参観
時には②グループのご兄弟を図書室でお預かりいたします。別表により担任までお申し出ください。
※ ②グループ終了後、①グループ開始までの入れ替え時には、混雑が予想されます。②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、①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。

＊＊ プール用タオルの記名について ＊＊＊
５月１８日配布の「スイミングハットの注文受付および水遊びについて」のお手紙の『スイミング
ハットとタオル記名について』で記載してある、プール用のタオルの名前の付け方を再度ご確認いた
だき、名前を書いた白布をタオルに付けてください。まだ付けていない方が多数いらっしゃいます。
他人のタオルと間違えたり、自分のタオルが探せない子がいますので、ご協力をお願いします。

＊＊＊ 水筒をお持ちください。 ＊＊＊
お子さまが自由にお茶を飲めるように、お家から水筒を持たせてください。給食時には幼稚園でお茶
を用意します。また、水筒のお茶がなくなったら幼稚園のお茶を補給しますので、先生まで申し出る
ようにお子様にお話しください。
水筒の中身はお茶に限定します。スポーツドリンク、ジュース類及びそば茶（そばアレルギの関係
で）は禁止します。また、お子様には「お友達にはあげない」
「お友達からもらわない」とお伝えくだ
さい。
水筒の紐は斜め掛けが出来る紐の付いたもので、安全の為必ず斜め掛けにしてください。
ご家庭で、毎日、飲み残しは捨て洗浄した後、翌朝新しいお茶を入れて持たせてください。特に、
飲み口のストローなどは念入りに洗浄して清潔な状態にしてください。
水筒本体と紐と両方にはっきりわかるようにクラス・氏名を記入してください。

運動会について

今年度の運動会は、１０月８日土曜日です。

予備日は９日日曜日です。会場は、名塚中学校です。お子様の元気な姿をご覧いただけるよう、予定
を立てておいてください。前日の１０月７日金曜日は、運動会準備のため半日保育（給食なし）です。
なお、ホームルームは通常どおり行いますので、希望される方は、お弁当を持参してください。

＊＊＊ 「夏の一日幼稚園」のご案内 ＊＊＊
８月１７日水曜日、１９日金曜日、２３日火曜日 いずれも午前１０時３０分から１１時３０分
これから入園予定のお子様とお母様でご参加いただきますようご案内いたします。
＊ 何日参加していただいても結構です。
＊ 場所は、国風第一幼稚園遊戯室で行います。
＊ 屋外プールを開放します。水遊びをされる方は、水着をご用意ください。

「園庭開放」のご案内
8 月９日(火)、1６日(火)、2５日(木) 、３０日(火) 10:00～12:00
夏休み期間を利用して限られた日数ですが、未就園児とその保護者に園庭を開放しています。
いずれの日も、時間内であれば、お好きな時に、何度でもお越しください。

＊＊＊ 平成２９年度入園願書受付について ＊＊＊
平成２９年 4 月入園の願書受付の日程は、次のとおりです。
入園案内・願書の配布 ９月１日木曜日より
入園願書の受付 １０月１日土曜日より
本園の入学案内と入園願書を希望される方は幼稚園までお申し出ください。お子さまを通じて
入園案内等お渡しします。

教育実習生の受け入れについて
本園では幼稚園教員免許の取得を目指す教育実習生を積極的に受け入れています。
１学期には１０名受け入れましたが、２学期以降は以下の通りです。
９月５日から１６日まで中部学院大学１名、１１月７日から１９日まで名古屋経済大学２名、１１
月２８日から１２月９日まで名古屋文化学園保育専門学校２名、２０１７年１月１６日から２７日ま
で名古屋リゾート＆スポーツ専門学校生１名、２月６日から１０日まで名古屋経済短期大学生１名を
受け入れる予定です。

敬老の日ふれあい参観（９月１０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、敬老の日ふれあい参観当日は、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、並びに鳥見町１丁目７番地付近に有料駐車場（タイムズ他）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。
------------------------キ--------------------リ--------------------ト-------------------リ--------------------線-----------------------希望者のみの提出です。
提出期限：９月２日（金）

園児預かり保育申込表（敬老の日ふれあい参観）
敬老の日ふれあい参観当日（９月１０日土曜日）
、ご兄弟姉妹で在籍の方は
②グループ参観時は①グループのご兄弟を、
①グループ参観時は②グループのご兄弟を、図書室でお預かりします。
ご希望の方は組・氏名を記入して切り取って担任までご提出ください。
②グループ参観中（9:00～10:00）に
①グループの
預かり保育を希望する

組 氏名

①グループ参観中（10:45～11:45）に
②グループの

組 氏名

------------------------キ--------------------リ--------------------ト-------------------リ--------------------線-----------------------全員ご提出ください。
提出期限：９月２日（金）
敬老の日ふれあい参観参加申込表
★ 敬老の日ふれあい参観（９月１０日土曜日）の参加人数をお知らせください。
・ 祖父母

▪ １名、 ▪ ２名 ▪ 参加しない（参加人数を○で囲ってください。
）

・ 保護者（１名）※祖父母が参加されない場合は、こちらにも○を付けてください。

組

氏 名

