２月行事予定表
1月
節分
全員
31日（水）
(豆まき）
年長・年中
体育の日
2月
１日（木）

さくら組

２日(金)

年長

５日（月）

６日（火）
8 日（木）
12日（月）

14 日（水）

15 日（木）

16 日（金）

19 日（月）

保育参観（体育）

国風第一幼稚園 平成３０年１月２３日
幼稚園で節分（豆まき）の行事を行います。
（当初予定の２月２日金曜日から変更します。）
体操服の用意をしてください。※別記参照
※詳細は別記をご覧ください。

音楽発表会のリハーサルを行います。
（当初予定の１月３１日水曜日から変更します。）
キャシー先生による「英語で遊ぼう」の参観です。
保育参観
１．すみれ組①グループ 10:30 から 10:50 まで
年長①グループ
年長
２．うめ組①グループ
10:55 から 11:15 まで
「英語で遊ぼう」
３．かんな組①グループ 11:20 から 11:40 まで
場所：図書室
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
体操服を着用して登園してください。※別記参照
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。
全員
希望されるご父兄の方は、ご覧いただけます。
ミニコンサート
(12:30～13:30の予定) 詳細は後日お知らせします。
体育の日
年長・年中
体操服を着用して登園してください。
振替休日
お休みです。
年長
午前 10 時 40 分～11 時 30 分
保育参観
年中
年長・年中組 A グループの保護者は、
音楽発表会
A グループ
10 時 30 分までにお遊戯室にお入りください。
年少と年長・年中の
通常の保育です。
B グループ
年長
午前 10 時 40 分～11 時 30 分
保育参観
年中
年長・年中組Ｂグループの保護者は、
音楽発表会
B グループ
10 時 30 分までにお遊戯室にお入りください。
年少と年長・年中の
通常の保育です。
A グループ
母の会のご協力により、堀井動物園が幼稚園に来る
ふれあい
全員
ことになりました。詳細は、後日お知らせします。
動物園
雨天予備日２月２３日（金）です。
キャシー先生による「英語で遊ぼう」の参観です。
保育参観
１．すみれ組②グループ 10:30 から 10:15 まで
年長 年長②グループ
２．うめ組②グループ
10:55 から 11:15 まで
「英語で遊ぼう」
３．かんな組②グループ 11:20 から 11:40 まで
場所：図書室
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
体操服を着用して登園してください。※別記参照

全員
20 日（火）

既にお知らせしましたように、新入園児身体検査を実地します
臨時
ので、半日保育とします。給食は有りません。
半日
・スクールバスは 11:15 発車、歩きのお迎えは 11:30 です。
保育
・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。

新入園児
身体測定

21日（水） 全員
22日（木）

新入園児さんには別途お知らせしましたが、平成３０年度新入
園児さんを対象とした身体検査を実地します。
男子は午後１時１０分までに、女子は午後１時４０分までに来園
くださるようお伝えしています。

ひなまつり
写真撮影
避難訓練

年長・年中

クラスごと、全員で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。
地震対策の避難訓練を実地します。

体育の日

体操服の用意をしてください。※別記参照

23日（金） 全員 ふれあい動物園予備日
26日（月）

年長 英語であそぼう

キャ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

27日（火） 全員

お誕生会

皆で、2 月生まれのお友だちをお祝いいたします。

28 日（水）

年長

年長組のお友だちと先生で、お弁当を持って名古屋城
お別れ遠足 にスクールバスで行きます。
【名古屋城】
雨天予備日 3 月 6 日火曜日です。
詳細は別記をご覧ください。

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。

★★★ 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（年中組）について
日程

平成３０年１月１８日（木） たんぽぽ組体育参観
１月２５日（木） きく組体育参観
２月 １日（木） さくら組体育参観
午前１０時１５分から１１時まで
お遊戯室（場合によっては園庭）

時間
場所
注意事項
○ 放送での案内を聞いたのち、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。（静かに移動していただければ出入り自由です。

また、入室は 1 名の限定ではありません。）
○ 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。

★★★ お別れ遠足について（年長組） ★★★
☆ 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。
☆ 水筒・お弁当･お手拭き･敷物をリュックサックに詰めて持たせて下さい。
☆ 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。また
その時は、予備日（３月６火曜日）実施します。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５日月曜日、年少組は３月２０日火曜日です。

★★★ 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・スマートフォン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。

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。

園で着用する物、持ち物にはすべて名前の記入をお願いします。
ハンカチ、ティッシュなどにも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。

欠席・遅刻・早退の連絡及び預かり保育の申し込みについて
出来る限りバスキャッチを利用してください。
インフルエンザ等感染症と診断された場合は、その旨、速やかにご連絡くださ
い。インフルエンザ等の感染症罹患状況を把握したいので、お手数ですがご理
解とご協力をお願いします。感染症による欠席者が増えてきましたら、その都
度メール配信します。

平成２９年度卒園式並びに終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 2９年度卒園式は３月１６日金曜日です。進級園
児さんの終了式は、３月２３日金曜日です。

春休み中の特別預かり保育及び平成３０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２６日（月）～２８日（水）の３日間となります。３月２９日
(木)から 4 月 4 日（水）は預かり保育もお休みです。
平成３０年度 1 学期始業式は 4 月 6 日（金）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 30 年度入園式は 4 月 5 日（木）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。お間違いのない
ようにお願いします。預かり保育は実施しません。
４月 9 日月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 9 日（月）と１０日（火）は給食なしの半日保育（預かり保育は実施します。ご希望さ
れる方はお弁当を持たせてください。
）で、１１日（水）から給食が始まります。

３月の月ぎめ預かり保育の申し込み期限について
月ぎめ預かり保育料に対する補助金は３月１日に申請します。つきましては３月分
の月ぎめ預かり保育の申し込みと取り消しは２月２６日月曜日までにお願いします。
２月２７日以降のお申し込みについては、３月分の補助金は支給されません。また、
２月２７日以降の取り消しはできませんので、ご理解とご承知をお願いします。

