2021 年 3 月号

新型コロナウイルスの流行が始まってから 2 回目の春を迎えまし
た。日々流れてくる情報に一喜一憂することなく、子どもたちの卒
園、進級に向けてしっかりと子どもたちの健康管理・安全対策に取
り組んでまいりたいと思います。

3 月誕生日
やまぐち たいが くん
（ 3 さい ）

わたなべ ゆりあ ちゃん
（ 3 さい ）

まつもと あおい ちゃん
（ 3 さい ）

はなおか とうま くん
（ 3 さい ）

かわばた えれな ちゃん
（ 3 さい ）

いのうえ みやび ちゃん
（ 3 さい ）

あべ ひな ちゃん
（ 2 さい ）

はた えみ ちゃん
（ 2 さい ）

かたやま みおり ちゃん
（ 1 さい ）

たかせ さな ちゃん
（ 1 さい ）

いしい かなた くん
（ 1 さい ）

お知らせとお願い
☆

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。

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 月行事 予定

4 月行事 予定

卒園式 お別れ会 お別れ遠足
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

お花見会
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
リトミック 身体測定 お誕生日会 避難訓練

新年度の面談
3 月も引き続き順次面談を行います。
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。

5 日に 3 歳は、今園でグレイスデンタルクリニックによるエプロンシアターを
観賞して歯磨きの大切さや歯磨き仕方を学びました。 みんなで一緒に歯
磨きをがんばって行いましょうね。 3 歳児以上は、長船に出かけました。
まず長船美しい森キャンプ場でみんなでベンチを利用して昼食を食べまし

た。外で食べる食事は雰囲気が変わりモリモリ楽しく食べました。 食後は場内にあるアスレチッ
クを使い身体を一杯動かして楽しみました。 公園のあとはお楽しみの日本一のだがし売場に買
い物に行きました。 保護者の方から頂いた 100 円を持って色々有る駄菓子の中から思い思いの
お菓子をかごに入れ楽しそうでした。 午後のおやつは、買い物したお菓子から 1 つ選んで食べ
ました。 荷物の準備・集合ご協力ありがとうございました。

給食参観日
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。

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
おかやま 3/11 よしおか・くらしき 3/23
を行います。

2 歳児以上は、最後のクッキングを行います。 各園でお別れ会

卒園式
3/21 年長児卒園式 時間：卒園児 9：50 集合 在園児 9：30 集合 場所：倉敷労働会館
3/19 小規模卒園式 時間：8：20 集合 場所：各園
小規模の卒園式は、園児のみの参加となりました。 ご協力よろしくお願いします。

お別れ年長・学童遠足
3/13 場所：おもちゃ王国 時間：集合 8：20 お迎え 16：30 参加費：1000 円
雨天決行 お手紙記載のお荷物の準備よろしくお願いいたします。

給食参観日・2 歳児学研参観日
2 日福田・8 日倉敷・15 日吉岡・16 日平田・19 日高松給食参観日を行いなした。2 歳児は、学研
と日常生活の活動に参加して頂き 3 歳児以上は製作に参加して頂きました。 その後、日頃子
供たちが食べている食事の参観をして頂きました。 今回は、コロナ禍でもあり一緒に食事を取
って頂く事が出来ませんでした。 日常生活・食事など参観頂いてご安心頂いた事と思いますが
ご意見・ご要望が有りましたらお伝え下さい宜しくお願い致します。ご参加ありがとうございまし
た。

交流会
3/8・15 場所：P‘ｓガーデン 時間：集合 8：20 お迎え 16：30
平田園の隣に在るレストラン P‘ｓガーデンでみんなと一緒に食事を頂きます。 （園児のみ）
転園・卒園児は、20 日までに荷物の持ち帰りの袋の準備をお願いします。
コロナ禍の 1 年間大変ご不便もお掛けしましたが、保護者の方のご理解・ご協力のおかげで今年度も
無事に終わることが出来そうです。 1 年間大変ありがとうございました。

節分会
高松 2 日・倉敷 3 日・岡山 4 日に節分会を行いました。 鬼の顔の的に紙を丸めて作った豆を投げるゲーム
をして楽しみました。 その後鬼が登場すると泣いたり先生の後ろに隠れたりする園児達でしたが先生に豆
を鬼に投げて退治するんだよと促され鬼退治にがんばって挑戦する園児たちも多くいました。

合同活動
12 日よしおか園で 3 歳以上の活動を行いました。 よしおか園の前の公園でかけっこや転がし
ドッチボールや大縄跳びなどをして異年齢と一緒に活動を楽しみました。

ひなまつり製作
事前に絵本のお話を通してひな祭りの事を知り、ひな祭り会が楽しい会
で有る事を伝えイメージを膨らませた後に会に飾る掛け軸を、製作しまし
た。 4・5 歳児は、顔型をハサミで切りクレヨンで顔を描きました。 着物に
はにじみ絵で柄をつけ着物を折りました。 掛け軸にはタンポで柄を付け
お内裏様・お雛様をのりで掛け軸に貼り付けました。 2・3 歳児は、クレヨ
ンで顔を描きました。 着物にビー玉転がしで柄を付け着物を折りました。
掛け軸にはタンポで柄を付けお内裏様・お雛様をのりで掛け軸に貼り付
けました。 0・1 歳児は、着物にクレヨンでなぐり描きをして掛け軸にはタ
ンポで柄を付けました。 今年度最後の製作になります。 1 年間製作を
通して色々出来る事が増え成長しましたね。

学研教室（全園参加）
園外活動

指先を使った色々なあそび

よしおか・くらしき園のお友達と美観地区にひな
人形を見学に行きました。 その後近くを散策し
ました。 ひな人形かわいかったですね。

洗濯バサミで色々な物を吊るすあそび・巻きずしのま
ねで筒にものをまきつけるあそび。道具を使い物を掴
むあそびなど色々挑戦しながらあそんでいます。

1 歳…ワーク冊子を使いお手本をよく見て同じ様に色を並べてクレヨンのシールを貼ったり色々
な色を使ってお絵描きも楽しみました。
2 歳…絵本の「ゆきちゃんゆきだるま」のお話を楽しみました。 あったかいおでんの具のシール
を貼ってオリジナルおでんを完成させました。
年少…5 までの数について、数系列を理解します。数の並び方を考えることで、数の大小や増減
など数の仕組みの理解を深めます。
年中…ひらがなの特殊音節と呼ばれる、促音「っ」・拗音「ゃ・ゅ・ょ」・拗長音「だちょう」の言葉に
触れます。ことばの読みを通じて、語いを増やしながら、特殊音節の言葉に出会います。
年長…挿絵とあわせて、文章を読みます。文章を読み取る力を養います。

科学教室（3 歳児以上）
年少・年中…色紙を使った凧を製作しました。 実験前に紙の性質に触れ紙を折るなど形を変え
ると強くなることを学びその特性を生かして製作しました。
年長・学童…回転パワー大実験セットを使い磁石ごまを製作して楽しみました。

