
 

 

 

 

8 月・9 月の予定 

8/2(火) 012 歳・身体測定 9/1(木) 保護者参加避難訓練 全１号１３時降園 満３開始 

8/5(金) 避難訓練（２号３号 ）（１７時１５分実施予定） 9/2(金) 年長・保護者会【２部制】 全１号 13 時降園 

8/1(月)～５日（金） 学童交流会 9/3(土) こども園 入園説明会 

8/26(金) ０歳児健診 9/5(月) 年中・保護者会【２部制】 全１号 13 時降園 

8/31（水) 園内研修（３号ビデオ研修） 9/6(火) 年少・保護者会【２部制】 全１号 13 時降園 

8/31（水） 家庭通信９月号 配信日 9/7(水) 不審者訓練 

 9/8(木) 年中長１号１５時降園 

9/9(金) 年中・おむすび遠足 

 9/10(土)  ０１２歳児 保護者会 

9/13(火) 年長・おむすび遠足 

9/14(水) ９月誕生会 

9/15(木)16（金） 

20（火）21（水） 

年少保育参観 

9/21（水） 避難訓練（７時３０分実施予定） 

9/22（木) 移動動物園  

9/26（月） ひかり・ひよこ保護者会 

9/30（金） ０歳児健診・交通公園 

 

家庭通信 夏休み直前号 
2022年 7 月 20 日 

学校法人 織田学園 

おだ認定こども園 

 7月 2 日の夕涼み会では、賑やかで楽しい盆踊り、2年ぶりのパパ会の皆様による美しい花火そして幻想的だった提灯行列と夏ならではの風物

詩を経験することができ、有意義な時間を過ごすことができました。当日は大勢の皆様にご参加いただきありがとうございました。  

4 月から新学期が始まり、3 か月が経ちました。生まれて初めてお家の方の温かい懐を飛び出してきた新入園児の子どもたちにとっては、涙が

でて当たり前。お子さんも頑張りましたね。困ったことがあっても先生が助けてくれるという事を肌で分かってきています。進級の子どもたちも

クラスや担任の先生が変わったことでの戸惑いや大きい組としての役割を果たそうとする中で、逞しさが増してきています。 

どの子にとってもいつもニコニコ満面な笑顔で過ごしてきていたわけではありませんね。自分の子がいつまでも泣いていたり、聞き分けがなか

ったり、お友達に自分の思いを伝えられてない様子が見られたりすると、親としては切ない思いをしたり、腹が立ってしまったり、色々な感情が

こみ上げてくるのも不思議ではないのに、お家の方が子ども達の成長を待ってくださっていたことに頭が下がります。「ありのままの子どもの姿を

受け止める」ということを中心に置きながら日々保育をして生きている私たちにとって、１学期の保護者の皆様の園に対するご理解とご協力に感

謝いたします。 

 ９月から始まる２学期に向けてより一層良い保育が出来るよう職員一同努めます。先日行った保護者アンケートの結果は今月中にまとめて皆様

にご報告させていただきます。ご協力ありがとうございました。 

 

 

 

今週末（23日・24 日）は多摩市市制施行 50 周年記念イベントが開催されます。その中の「いのちの手で紡ぐスタンプアート展」におだ認定

こども園有志の教職員と 5歳児の子ども達が手形で参加しています。パルテノン多摩にお立ち寄りになる機会がありましたら、ぜひご覧ください。

どのような形で出来上がっているか楽しみです。 

 

 

 

 

多摩市市制施行 50周年記念イベント 



 

 

 

 

 退職者からのごあいさつ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 退職者のおしらせ 

 バス添乗の西岡理恵さんが７月をもって退職されます。ありがとうございました。 

 

みなさまにおしらせ  

（年少）                              （年長） 

・夏の生活の流れが分かり、意欲的に自分でしようとする。    ・身近な自然事象や動植物の変化を通して、長時間クラスの友達と 

・夏ならではの遊びや自分のやりたい遊びを見つけ十分に楽しむ。  一緒に発見したり不思議さを共有したりしながら興味関心を広げる。 

・異年齢児と一緒に遊んだり生活したりすることを楽しむ。    ・夏の遊びを十分に楽しみ自分なりの目当てを持って挑戦する楽しさ 

・夏の自然に興味・関心をもつ。                 を味わう。 

（年中）                           ・相手の思いに気づき、友達と話し合いや協力をしながら遊びや 

・夏ならではの遊びに興味を持ち遊ぶ事を楽しむ。         生活の場を整える事で充実感を味わう。 

・色々な友達と関わり合って遊び親しみを持つ。 

・夏を健康に過ごすための習慣が分かり、進んで行う。 

保護者の皆様 

 

 山組担任の高橋美琴です。 

 5 月より体調不良のため 1 か月ほどお休みをいただいて、6 月の半ばからは配慮をしていただきながら少し

ずつ復帰していたのですが、思うように調子が良くならず以前のように仕事をすることが難しくなってしまっ

たためゆっくりと休養させていただきたいと考え、7月をもって退職をすることにしました。 

担任をもっていたのに年度の途中でこのようなことになってしまい、大変申し訳ありません。年少の時から

この学年を担当させてもらって、年中の担任が決まった時には、この学年の子どもたちと一緒に過ごせるとい

うことをとても嬉しく思っていました。卒園まで見届けたいと思っていたので、悔しい気持ちと何よりも保護

者の皆様、子どもたちにご迷惑をおかけしてしまい心苦しく申し訳ないです。 

 去年の 4 月に入職をして、至らない点ばかりの私にたくさんの暖かい言葉をかけてくださり見守ってくださ

った保護者の方々には感謝の気持ちでいっぱいです。お休みをもらって復帰した際にも、優しく声をかけて頂

けてとても励まされました。子どもたちの「美琴先生大好き！」という言葉がたくさん聞けたり、日に日にで

きることが増えていく成長を一緒に喜んだり、この 1年と少しの時間はかけがえのないものになりました。お

だ認定こども園の職員の皆様にも暖かく接して頂き、たくさん支えて頂きました。 

本当にありがとうございました。 

 



● ２０２３年度 進級についての意向調査のお願い 

 

２号認定・新２号認定・０．１歳児の保護者の方へ「２０２３年度 進級についての意向調査」を 

行います。  
現時点での意向をお伺いするものです。メールでアンケートをお送りしますので、9月 8 日

（木）までにお願いいたします。 

 

● 保育料切り替え等の通知について 

認定こども園では、市町村民税所得割課税割額の決定時期により、毎年 4月と 9月に保育料の

切り替えを行ないます。（3号認定の方が対象です）詳細は各市町村のHPをご覧ください。 

また、「特定教育・保育に係る利用者負担額決定通知書」を全園児宛てに 8月末あたりにお渡

しいたします。ご確認をお願いいたします。 

 

※１学期の行事費について（１号・２号認定の方が対象です） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1・2号対象の行事費詳細をお伝えします。 ※8/5（金）銀行引落額に含まれます。 

今回は、7月の夕涼み会と 9月に行う移動動物園の費用を請求させていただきます。 

どうぞよろしくお願いします。 

 

令和 4 年度 行事費 

行事費名 支払先 年少 年中 年長 

夕涼み会 

花火代 500 500 500 

ちょうちん代 340 340 340 

電池ろうそく代 185 185 185 

移動動物園 移動動物園代 757 757 757 

合          計 1,782 1,782 1,782 

 



● 9/1(木) 保護者参加避難訓練 

園で実際の災害を想定した保護者参加の避難訓練を行います。年に一回の訓練ですので、 

ご参加ください。 
災害時は車でのお迎えはできません。この日に災害時のお迎え経路、時間などもご確認ください。 

 
 *別途お手紙があります    

 
＊実施の際は、帰りのバス運行はありません 

 

 

 

 

 

 

  

● 保護者アンケートについて 

  保護者アンケートへのご協力をありがとうございました。 
  詳しい報告につきましては、別紙でさせていただきます。 

 
 

 

 

 

 

お近くでこども園への入園・プレクラス・満３歳児をクラスへの入園を希望されている方が 

いらっしゃいましたら、ぜひお知らせください。 

詳細はHPでもお知らせいたします。 

 

◆日 時◆ 9 月 3 日（土） 10：00～11：30 こども園ホール 
 

 
プレクラス対象者（ひよこ組・満３歳児クラス：令和 2 年４月２日生～令和 3 年４月１日生）と 

年少組（３歳児クラス：平成３1 年４月２日生～令和 2 年４月１日生）入園希望の方 

 
 

◆申し込み◆ まずは、公式ラインアカウントよりお申し込みください 

◆参加人数◆ お子様１名につき保護者の方 1名のご参加とさせていただきます 
   

 
※ひかり・ひよこ組のご家庭は、この日の説明会の参加はありません。 

 保護者会【９月 26日（月）】10：00～11：30 お子さんの保育中に 
 ホールで次年度の年少組について園長より説明がありますので、こちらへ 

 ご参加ください。 
 

 

 

2023年 4 月入園について 



 

 

 

3.4.5 歳児クラスの方へ 
 

 

●夏休み前に持って帰るもの 
 

  ・年中・長組…着替え・上履き・プールバッグ・帽子・絵本袋・月刊誌・なわとび 
 ・ひまわり・さくら（１号のみ） …着替え・上履き・プールバッグ・帽子・絵本袋・月刊誌 

     
上記の物を持ち帰ります。帽子（ゴムの付け直し）や着替えの記名確認などを 

よろしくお願いします。 
  

★初日に持ってくる物★ 
 ・上履き ・カラー帽子 ・なわとび（年中・長のみ）・プールバック 

※満三歳児クラスは 9/1（木）がはじまりの日となります※ 

 

●保護者会について 
下記の日時で保護者会を行います。 

 

・9/2（金） 年長組 （２部制） 

・9/5（月） 年中組 （２部制） 

・9/6（火）  年少組 （２部制） 
  

 

    *8月後半に保護者会の出席やバス利用等についてのお手紙を配信いたします。 

*当日保護者会に出席される方のお子さんは、他学年の保育者が保護者会終了まで保育をいた
します。（在園の兄弟姉妹の方も一緒に保育いたします） 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 ●保護者会について 
 

  ９月 10日（土）に保護者会を行います。午前中に行います。 

詳しくは、後日お知らせいたします。 

 

 

 

 

 

 

0.1.2 歳児クラスの方へ 

保護者会期間中は（～9/6（火）） 

全学年１号は 13：00 降園です 



 

 

夏休みについて 
 

 

 朝起きる時間、夜寝る時間、遊びに行ってから帰る時間を決めましょう。お休みだからゆっくり過ごしたい

という気持ちは大人側のもの。特にいつもリズムが崩れがちなお子さんは、朝起きてから歯を磨いたり、着

替えたり、食事をするなどの生活リズムをつくる努力をするチャンスですね。朝夕の涼しい時に散歩など親

子で出かけてみるのもいいですね。 

  

★夏の約束 

 暑さの中、規則正しい教育活動を続けることは、心身ともに難しいとの配慮から、夏休みが設けられ 

ます。園の生活にすぐに戻れるよう、生活のリズムを崩さずに過ごしましょう。 

 

★事故を防ぎましょう 

・出かける時は必ず大人が付き添い、目を離さないようにしましょう。 

・不審者などの被害に遭わないよう、人目のないところでは大人が付き添いましょう。 

・自転車に乗れるようになると行動範囲が広がったり、色々な乗り方をしてみたり、危険の予測が立たなかっ

たり…という様子も見られます。大人が同伴し、ヘルメットをかぶる等、危険の無いように注意しながら楽

しめると良いですね。 

 

★看護師より 

 休み中に、園児本人や同居家族の方が、新型コロナウィルス感染症の濃厚接触者に指定された、あるいは感

染の疑いで PCR検査を受けた、感染していると診断された時は、お手数ですが園までお電話またはれんら

くアプリでお知らせください。また、病気やけがなどがあった場合も、通常と同様、れんらくアプリでお知

らせください。 

 

夏のおだっこ・ぱんだ組を利用される方 

＊7/21(木)～8/31(水)345 歳児クラスは、夏休み期間となります＊ 

＊全学年、ぱんだ組も一日、一緒に過ごします＊ 

【登降園について】 

※保護者の方は、「保護者証」の着用を、必ずお願いいたします。 

           保護者証がない場合は、お声がけやお迎えの方の確認をする場合があります。 

 

  登園 

８：００まで      ばんび組          

８：００～８：４０   年少組→あひる保育室   年中長組→ひかり組保育室 

８：５０以降                   年中長組→２Ｆテラス 

  降園 

16：00まで                      年中組→海組 年長組月組保育室 

17：00                        年中長組→園庭（雨天 保育室） 

17：30                                 年中長組→海組 

18：00        年中少組全員→エントランス 

18：00以降      ばんび組 



 

 

【体温カードの確認について】 

 ・お子様の体調を把握するため、体温カードの記入をお願いします。  

・記入がない場合、プールに入れません。  

 

【プール実施日】 

 火・水・木  学年別に実施します。(天候により判断します)  

・プールがない日でも水遊びをします。カード記入とプールバックは毎日お持ちください。 

・週明けと週末は子どもたちの体調の疲れが見られるのでプールは実施しません。 

 

【持ち物について】  

・通常通りの持ち物を入れた 園リュック・プールバック 

 

 

 

 

 

 

【過ごす部屋について】 

 ・年少組→あひるグループ   ・年中組→海組 年長組→月組 

 

【着替えについて】  

・着替えをする機会が増えてきます。補充をお子様にお持たせ下さい。 必ずエコバック、汚れたものを入れ

るためのチャック付きの袋を持たせてください。 

 

【持ち物の記名のお願い】  

・名前が消えかかっているものなどにも、はっきりと記名をしてください。 

 

【夏休みの欠席連絡・変更について】  

・食品ロスを最小限にするため私用でのお休み連絡は食品発注での都合上 3日前までにお願いいたします。  

・2号認定、新 2号定期利用の方につきましては保護者の方の仕事がお休みの場合は、保育のお休みをお願

いしています。連絡アプリの欠席連絡から「期間一括登録」もできます。 

お休みがお分かりになった時点で欠席連絡をお願いします。 

 ・夏休み期間もすべての変更事項（利用日の変更、欠席連絡、送迎者変更）は、連絡アプリにてお知らせく

ださい。  

・ぱんだ組利用の方で保育が必要なくなった日は、事前にキャンセルをお願いします。 

 

 ・当日の連絡は 8：30 までにお願いいたします。 

・お迎え時間の変更は通常通り「預かり保育連絡～」よりお願いします。 

【ぱんだ組利用の方】  

長期休み期間中は登園時、降園時ともに打刻が必要です。  

 

 


