2021 年 2 月号

2021 年がスタートしてはや 1 カ月。新型コロナ
ウイルスのニュースを見ない日は無く、引き続き警戒をしながらの
日々がしばらく続きそうです。そんな状況の中でも日々成長を見せ
る子どもたちの姿がとても頼もしく感じられます。感染対策へのご
協力をお願いする中ではありますが、引き続き子どもたちを見守っ
ていきたいと思いますので宜しくお願い致します。

2 月誕生日
なかた ゆうり くん
（ 3 さい ）

はしもと あやの ちゃん
（ 3 さい ）

さの なぎ くん
（ 3 さい ）

かたやま ゆづる くん
（ 3 さい ）

えくに しずか ちゃん
（ 3 さい ）

おおぬま たいが くん
（ 2 さい ）

なかお けいと くん
（ 2 さい ）

ふじわら はると くん
（ 2 さい ）

ほしの とあ くん

なんば かなと くん
（ 1 さい ）

（ 1 さい ）

2 月行事 予定

3 月行事 予定

参観日 給食参観日 節分会 園健診 節分会
合同活動 交流会 学研（3 歳児以上・3 歳児未満）
科学教室 英語 硬筆
リトミック 身体測定 お誕生日会 避難訓練

卒園式 お別れ会
合同活動 交流会 学研（3 歳児以上・3 歳児未満）
科学教室 クッキング 英語 硬筆
リトミック 身体測定 お誕生日会 避難訓練

節分会
2/3 くらしき・よしおか・小規模くらしき 2/4 おかやま 小規模おかやま・いま・ふくだ
2/5 小規模たかまつ
鬼の顔で出来た的に豆を当てるゲームと豆まきをします。

クッキング

卒園式の練習
2 月より練習が始まります。日程はボードに掲示予定ですご確認よろしくお願いいたします。
装：スモッグ・体操服・名札・白い靴下・運動靴

服

新年度の面談
2 月より順次面談を開始致します。
持ち物：お子様の保険証・受給証・母子手帳 保護者様・お迎えに来られる方の免許証コピー
印鑑・通帳（認可外・よしおか・小規模たかまつは、中国銀行）（小規模いま・おかやま・ふくだ・くらし
きは、トマト銀行）アレルギーの方は診断書提出お願いします。転園の方は、随時お知らせ下さい。

☆

よしおか園の近隣の方から送り迎えの車の運転について苦情が有りま
した。 何かが起きてからでは遅いのでご注意下さい。

2/2 小規模ふくだ 2/8 小規模くらしき 2/15 よしおか 2/16 小規模おかやま 3/9 小規模いま
今年度は、コロナ禍の為保護者の方に給食を食べて頂く事が出来ません。
駐車場は、ご用意できませんのでご協力お願い致します。 ご参加心よりお待ちしております。
2/9 おかやま・小規模いま 2/10 小規模おかやま 2/12 小規模ふくだ

ひな祭り会

☆

3/2 たかまつ 3/3 よしおか・くらしき小規模くらしき 3/4 おかやま・小規模おかやま・いま・ふくだ
2 歳児以上ひな祭りバスケットとひな壇に色々な物を貼り付けて完成するゲームをみんなでします。

☆

お別れ会

園外活動には、スモッグ・防寒着の着用をお願いします。
感染症の集団での発症や流行をできるだけ防ぐ為にも体調
不良の時は、病院受診後登園と必ず体温測定をお願いしてい
ます。ない場合は受入が出来ません。 登園届の記入も必要
になります
☆ 告知・変更等は、ボード・園だより・月予定表でご案内致してお
ります。 必ずご確認よろしくお願いいたします。
☆
☆
☆
☆
☆

国民健康保険の更新手続きをされた方は、コピーのご用意と提出をよろ
しくお願いいたします。
引き続き体調管理をお願いします。
体操服の名前のご確認後対応下さい。
全ての荷物に名前の記入を宜しくお願い致します。
駐車場での園児を遊ばせるのは事故等に繋がるのでおやめ下さい。

3 歳児以上は、保護者の方と一緒に混ぜご飯とうどんは小麦粉から作りました。 年長児は、1
年間練習して来た包丁を上手に使い人参などを切ることが出来ました。 年中児もハサミを使い
油揚げなど上手に切れましたね。 年少児は、野菜をちぎったり鞘から豆を取り出したりとみん
な見違える様な上達でした。 保護者の方と一緒に作った料理は、とても美味しく出来ました
ね。 クッキングのご協力ありがとうございました。

給食参観日

園健診（来年度分）
お知らせとお願い

20 日福田・21 日平田・26 日今・27 日倉敷・28 日高松・29 日吉岡で参観日
を行いました。 参観日では、集団あそびのむっくりくまさんを楽しみその
後サーキットを、使い体全身を使うアスレチックを楽しみました。 コロナ
禍の中人数の制限など感染対策にご協力・ご理解ありがとうございまし

交流会
22 日は、あいにくの雨で予定していたみらい公園での集団遊び・4 歳児以上での阿知神社への
初詣は行う事が出来ませんでした。 よしおか園の中での集団あそびで（じゃんけん列車・ボー
ル遊び・トランプゲーム神経衰弱）楽しみました。 昼食は、園で用意したお弁当を年齢ごとに別
れて美味しく頂きました。 午後は、4 歳児以上でカルタ取りをして楽しみました。
荷物の準備・集合ご協力ありがとうございました。

日程等は、後日ご連絡します。

卒園式
3/21 開催予定ですが、式の内容等詳細は後日連絡致します。 ご協力宜しくお願い致します。

合同活動

七草粥
7 日に 4 歳児以上で七草粥を作りました。 七草の由来のお話を聞き、覚えた七草の
名前を（セリ・ナズナ・ゴギョウ・ハコベラ・ホトケノザ・スズナ・スズシロ）みんなで発表し
ました。 その後七草を切り調理したお粥の中に入れました。 みんなでおいしく季節を
味わいました。

3 歳以上の園児たちで合同活動を行いました。 よしおか園の中では、じゃんけん列車をみんな
で楽しみました。 その後園外に出て凧揚げをして楽しみました。 凧が高く高く大空に上がる
の見て大興奮でした。

節分製作
鬼の絵や絵本を見ることで、鬼について知り節分の由来や意味を知り
日本の文化を学びました。 鬼の顔が付いた豆入れを製作しました。
0・1・2 歳児は、保育者と共に角にマジックで模様を描き目玉や口も描
きました。目・鼻・耳・牙・角をのりで貼りました。0・1 歳児は、色紙をち
ぎり 2 歳児は、ハサミで 1 回切りをしました。 3 歳児以上は、牛乳パッ
クに折り紙を貼り角の模様や目玉・口をマジックで描きました。 目・
鼻・牙・角・耳をのりで貼り側面や背面をマジックで自由に模様を描き
髪の毛をボンドで貼り付けました。 節分会の時にみんなで使用しよう
ね。

学研教室（全園参加）

獅子舞と園児

初詣

園児たちの無病息災を願い獅子舞にかじって
もらいました。 泣き出す園児もいましたが、み
んなよい経験をしたね。

おかやまの園児達は、今村宮へ散歩を兼ねて初詣で
に行って来ました。 境内に入るといつもと違う雰囲
気に緊張していましたが上手に参拝出来ました。
園児達の今年一年が良い年で有ることを職員一同願
いました。

1 歳…しろくま君が自分で着替えに挑戦する話を楽しみました。 みんなで頑張っているしろくま
君を応援しました。 みんなも自分でちゃんとお着替えできるよと興味や自信を持てたよう
です。
2 歳…体の色々な部分の名前を言ったり、自分の体の部位にタッチしたり楽しみながら名前を覚
えました。
年少…数に合う数字を見つけたり、数に合う数字を選んだりして遊びました。 数を数え、その数
を数字で表す経験をしました。
年中…9 までの具体物を数え、数字と結び付けて数字の読み方を理解します。
年長…短い基本文をかける様に学びます。 基本文の中で助詞の使い方に出会います。

科学教室（3 歳児以上）
年少・年中…静電気の実験で遊びました。 【ピッタン風船】棒状の風船を 3 つ作り風船を洋服に
こすりつければ、壁やダンボールにくっつきました。
年長・学童…回転パワー大実験 工作紙を使って四角いぶんぶんゴマを、つくりました
この
紙のコマは、大きな音を出しながら大変よく回ります。

