3 月の園だより

H30. 3.1.

認定こども園 深江幼稚園

きりん・うさぎ・りす組
りん・うさぎ・りす組

寒さの
さの中にも、少しずつ春の暖かい日差しが感じられるようになったこの頃。園内に
、少しずつ春の暖かい日差しが感じられるようになったこの頃。園内に
差し込むやわらかな陽射しが、今年度の残りわずかな時間を そっと包み込んでくれて
差し込むやわらかな陽射しが、今年度の残りわずかな時間を、そっと包み込んでくれて
いる気がします。
先日の保育参加・なわとび大会、お疲れ様でした。この
先日の保育参加・なわとび大会
、お疲れ様でした。この 1 年間で、心も体も大きく成
長したお子様の姿を見ていただけたのではないでしょうか。卒園・進級まであと少し。
長したお子様の姿を見ていただけたのではないでしょうか。卒園・進級まであと少し。
友達との絆を深めながら、充実した毎日となるよう努めていきたいと思います。
友達との絆を深めながら、充実した毎日となるよう努めていきたいと思います。
どうぞよろしくお願い致します。

今月の主題…春のよろこび
目標 ・年長児と一緒に全員で行く遠足、楽しい思い出を残そう。
・友達と協力して、遊びや仕事に積極的に取り組む態度を育てる。
・1 年間の成長発達を確かめて、進級を喜び合う。

☆きりんぐみ☆

☆うさぎぐみ☆

☆りすぐみ☆

＊ひなまつりについて知り、み
んなで楽しく 成長をお祝い
んなで楽しく成長をお祝い
する。
＊お誕生者は自己紹介を頑張
り、みんなで楽しくお祝いす
る。
＊お別れ遠足に出かけ、みんな
で楽しい時間を過ごし、思い
出を作る。
＊幼稚園生活を振り返り、思い
出を語ったり、卒園の準備を
する中で、友達や先生方との
絆をより一層深める。
＊喜びや、感謝の気持ちを胸に
卒園式を迎え、新たな旅立ち
に希望を持つ。

＊ひなまつりについて知り、自
分で作ったひな人形を飾っ
て、みんなで楽しく成長をお
祝いする。
＊お誕生者は自己紹介を頑張
り、みんなで楽しくお祝いす
る。
＊お別れ遠足に出かけ、きりん
組さんと楽しく過ごし、思い
出を作る。
＊今までお世話になったきり
ん組さんに“ありがとう”と
“おめでとう”の気持ちを込
めてプレゼントを作り、渡
す。
＊卒園式にお行儀よく参加し、
きりん組さんを送る。
＊一年間の頑張りを振り返り、
きりん組になる喜びと期待
を持って、終業式に参加す
る。

＊ひなまつりについて知り、み
んなで楽しく成長をお祝い
する。
＊お誕生者は自己紹介を頑張
り、みんなで楽しくお祝いす
る。
＊お別れ遠足に出かけ、きりん
組さんとの楽しい思い出を
作る。
＊お世話になったきりん組さ
んに“ありがとう”の気持ち
に“ありがとう”の気持ち
を込めてプレゼントを作る。
＊終業式に参加し、大きくなっ
たことに喜び、進級に期待を
持つ。

行
･ 1 日(木) 職員会議 18:00～
～
★ 17:30 までにお迎えをお願いします★
までにお迎えをお願いします★
･ 2 日(金) ひなまつり
･ 3 日(土) お誕生会 (1.2.3 月生まれ)
月生まれ
島原地区私立幼稚園 PTA 連合会総会
(島原市
島原市)
･ 5 日(月) お別れ遠足 (桜パーク
桜パーク)
･10 日(土) 自由登園・避難訓練
H29 年度南島原市家庭教育講演会開催
会場；西有家総合学習ｾﾝﾀｰ ｶﾑｽ
時間；19:00
19:00～20:30
演題；
「子どもの幸福のために
～親が今しておくべきこと～」
講師；浦川 末子氏 (有家町出身
有家町出身)
･12 日(月) 紙製容器包装収集日

事

予

定

･14 日(水) 卒園式合同練習 (午後))
･15 日(木) 卒園式合同練習 (午前))
･16 日(金) 卒園式合同練習･お別れ会(午後)
卒園式合同練習･お別れ会
･17 日(土) 卒園式準備
＊1 号認定；午前中保育
午前中保育 ＊ﾊﾞｽ；
；11:20 出発
＊2･3 号認定；
；午前中保育 給食なし
★12:30 までにお迎えをお願い致します★
にお迎えをお願い致します★
･18 日(日) 第 39 回 卒園式
･21 日(水) ㊗ 春分の日
･23 日(金) 3 学期終業式
＊1 号認定；午前中保育
午前中保育 ＊ﾊﾞｽ；
；11:20 出発
＊2･3 号認定；
；通常保育
･25 日(土)より 1 号認定 春休み
2･･3 号認定 通常保育
･31 日(土) 入園式準備の為 午前中保育

＊習字(火)＊ 6 日
＊スイミング((水)＊
7 日・14 日
＊体育教室(木
木)＊
1 日・8 日
22 日(うさぎ・りす組
うさぎ・りす組)
＊英語で遊ぼう
＊英語で遊ぼう(金)＊
2 日・9 日
＊25
25 日からは、登降園のﾊﾞｽは出
ません。
＊4
4 月 1 日(日) 入園式です。
(在園児はお休み
在園児はお休み)

＊第 2 火曜日は、パンの日です。お間違いないように☆
火曜日は、パンの日です。お間違いないように☆
＊17 日(土)は卒園式準備のため、午前中保育です。
日
は卒園式準備のため、午前中保育です。1
は卒園式準備のため、午前中保育です。 号認定･ﾊﾞｽ降園→
11:20(
11:20(給食なし)、
2･･3 号認定→12:30
12:30 までにお迎え(給食なし)
までにお迎え
)をお願い
致します。
＊18 日((日)の卒園式には、在園児を代表してうさぎ組が出席します。
の卒園式には、在園児を代表してうさぎ組が出席します。
＊22 日(木
木)の体育教室はりす組も参加しますので、冬の体操服上下で登園させて下さい。
の体育教室はりす組も参加しますので、冬の体操服上下で登園させて下さい。
＊全クラス、ぞうさんバッグは園に置いておくようにしますので、持ち帰りましたら翌日には持たせて
下さい。
＊31 日((土)は入園式準備のため、午前中保育です。
は入園式準備のため、午前中保育です。
は入園式準備のため、午前中保育です。12:30
までにお迎え 給食なし)をお願い致します。
までにお迎え(給食なし
をお願い致します。
度々で申し訳ありませんが、ご協力よろしくお願い致します。
お知らせとお願い

絵画コンクール入選おめでとう ～世界児童画展～
☆うさぎぐみ☆
＊足利 かえでくん ＊江頭 まさとくん ＊高原 かいせいくん
★きりんぐみ★
＊中尾 たいきくん ＊吉永 ひまりちゃん ＊廣瀬 みおちゃん
＊宮崎 ゆきなちゃん ＊吉永
＊
かざねちゃん

★☆ HAPPY BIRTHDAY＊
★☆＊HAPPY
BIRTHDAY＊☆★
＊りすぐみ＊
・小林 るなちゃん
・吉永 ゆいなちゃん
・コリンズ さくらちゃん
・中尾 かりんちゃん
・宮﨑 わかちゃん
・武田 なるとくん
・伊藤 みおちゃん

＊うさぎぐみ＊
・柿田 かなたくん
・柿田 だいちくん
・川田 はるまくん

～1・22・3＊きりんぐみ＊
月生まれ～
～
・吉永 かざねちゃん
・宮崎 ゆきなちゃん
・山口 ゆずちゃん
・水島 たいしんくん
・入江 ゆうせいくん
・川田 じゅなちゃん

