幼保連携型認定こども園

どうとく保育園

５月のどうとくだより
http:// doutoku.jp/

平成 30 年 5 月号

道徳保育園が創設された昭和 22 年以来、保育教諭や子ども達が長い間かけて創り、
今も受け継がれている行事、慣習。いわば、「道徳保育園の伝統」といえるものです。
例えば、朝の送迎では、年長児が年少児の手を引いて歩いて登園します。手を引か
れた年少児はまた、自分達が年長児になったとき、小さい子の手を引いて登園します。
また、左写真のとおり、毎年、年長児は入園を祝う会(対面式)をおこない、年下の子ど
もにひとりずつ、「おめでとう！」と言いながら、首にメダルをかけます。首にメダルをかけられ
た子どもは、メダルのリレーを次の世代につないでいきます。
道徳保育園の伝統とは、喜びや責任感、思いやりなどの心を次から次へ子ども達に
バトンタッチしていくことだと信じています。
5 月の主な予定 （※1 から 16 の詳細は裏面に）
3 日(木) 憲法記念日(休園)
4 日(金) みどりの日(休園)
5 日(土) こどもの日(休園)
7 日(月) 入園進級写真 【全園児】 (※1)
8 日(火) 環境デー (※2)
アルミ缶・牛乳パック・エコキャップ・新聞・
雑誌・ダンボール・古着などの回収日)
体操遊び【年中】 (※3)
園外保育/バードウオッチング【年長】 (※4)
9 日(水) 絵画指導【年長】(※5)
英語あそび【年中】(※6)
10 日(木) 水泳指導【年長】
健康診断 (※7)
11 日(金) 体操遊び【年長】(※3)
夏服販売 (※8)
午後 2 時から午後 5 時 30 分の間に、東棟 1
階奥の保育室にお願いします。
12 日(土) 特別保育 (※9)
家庭訪問/終日【年少･年中・年長】(※10)
14 日(月) いもなえ植え【年長】(※11)
15 日(火) いもなえ植え【年中】(※11)
体操遊び【年少】 (※3)
16 日(水) 絵画指導【年中】 (※5)
英語あそび【年長】 (※6)
17 日(木) 水泳指導【年長】
18 日(金) いもなえ植え予備日(※11)
体操遊び【年長】 (※3)
19 日(土) 特別保育 (※9)
家庭訪問/終日【年中・年長】(※10)
家庭訪問/午前中【年少】(※10)

22 日(火)
23 日(水)

お誕生日会 (※12) 避難訓練 (※13)
絵画指導【年長】 (※5)
英語あそび【年中】 (※6)
ネットワーク訓練 (※14)
24 日(木) 水泳指導【年長】
25 日(金) 体操遊び【年長】 (※3)
26 日(土) 特別保育
第 1 回「げんきっこ」園庭であそぼう (※15)
午前 10 時～雨天の場合はキッズルーム
28 日(月) ざりがにつり【年長児】 (※16)
29 日(火) 園外保育/しあわせ村【年中】 (※17)
体操遊び【年少】 (※3)
30 日(水) 園外保育/しあわせ村【年少】 (※17)
英語あそび【年長】 (※6)
絵画指導【年中】 (※5)
環境教育学習会【年長児】 (※18)
31 日(木) 水泳指導【年長】
6 月の主な予定
1 日(金) 年長児まつり/南区役所ホール (※19)
4 日(月) 年少児午睡開始 (※20)
11 日(月) 年中児午睡開始 (※20)
14 日(木) 春の親子遠 LEGOLAND(遠足のしおり参照)
18 日(月) 年長児午睡開始 (※20)
23 日(土) 保育参観【2・3・4・5 歳児】
山の生活説明会【年長保護者】13：30～
7 月の主な予定
4 日(水) プラネタリウム見学【年長】10：00～
12 日(木) 水泳指導参観【年長児】
19 日(木) 終業式
20 日(金) 山の生活【年長児】(21 日も)

★★★★★ 夏服夏帽販売について 5 月 11 日(金)午後 2～5 時 30 分 (東棟 1 階ゆり組東) ★★★★★
夏服夏帽を販売します。夏服サイズ「3L」以上は、料金が 1 割増しとなります。ズボン・スカートは年間を通して同じものです。
夏服
1880 円
S,M,L,LL
乳児夏服
1100 円
SS
夏帽
1550 円
S,M,L,LL
スカート
2360 円
S,M,L,LL
ズボン
1780 円
S,M,L,LL
ワッペン
260 円

どうとくだより 5 月号
番号

行事名

※1

入園進級写真

※2
※3
※4

環境デー
体操遊び
バードウオッチング

※5

絵画指導

※6

英語あそび

※7

健康診断
【全園児】

※8

夏服夏帽販売

行事の説明とお願い

場所

内容
保護者の準備・お願い
クラス写真を撮影します。必ず、制服・ネク クラス写真をご希望の方は写真申込袋に
キッズルーム
タイ・名札を着用し、登園してください。
現金を添え、お申し込みください。
正門付近
資源の回収を行います。
たくさんの場合、保育園へお持ちください。
キッズルーム マット遊びや跳び箱遊び、かけっこなど
体操服の準備をお願いします。
稲永公園
野鳥観察館に行き、藤前干潟に飛来するサギ、シギの観察を行います。【年長児】
島先生の指導で、絵画 指 導を行いま 指導日には、雑巾をビニール袋に入れて持
保育室
す。対象は年長児・年中児です。
たせてください。
保育室
ECC から英会話講師を派遣していただき、英語を使った歌やあそびに取り組みます。
嘱託医津田先生により、お子様の健康 衣服に記名をお願いします。健康診断の日
キッズルーム 診断を行います。特記すべき事項があっ は、おたより帳をお預かりし、特記事項等記
た場合は保護者にお知らせいたします。
入の上、翌日お返しさせていただきます。
販売当日のご都合がつかない場合には、クラス担任まで遠慮なくご相談ください。
東棟 1 階ゆり組東
土曜日は原則家庭保育日です。登園予

※9

特別保育

保育室

定の方は、担任までお申出ください。登園
予定日を別紙にてうかがいます。

家庭訪問

【年少、年中、
年長児】

ご家庭

※11

いもなえ植え
【年長・中児】

南陽子ども
農園

※12

たんじょうび会

キッズルーム

※13
※14
※15
※16

避難訓練
ネットワーク訓練
げんきっこ
ざりがにつり

保育室

※10

※17
※18

園外保育

【年少・中児】

園庭
ざりがに池
しあわせ村

環境教育学習

キッズルーム

※19

年長児まつり

南区役所
ホール

※20

午睡開始

各保育室

午前 8 時 45 分までに、お子様の登園をお願い
します。登園服はスモックでお願いします。職員
配置、食材発注の関係上、利用予定の方は、
前月指定日までに担任までお申込ください。
兄弟はできる限り同じ日に訪問させていただきま
すが、順路等によりご迷惑をおかけする場合も
ありますので、ご了承ください。訪問日がご都合
の悪い場合は、担任までお申し出ください。
汚れてもよい服・靴を当日の朝、お子様に
持たせてください。
誕生日会の担当は安中先生・鈴木先生で
す。誕生日会には担当保育士による出し物の
他に食育、環境に関するお話をします。

5 月 12 日、19 日に家庭訪問を行います。
家庭での様子、特に配慮を要する事項､園
での様子について懇談します。ご家庭にお
いての湯茶等の接待は必要ありません。
お手伝い可能なお父さん、お母さんは担
任までお願します。地図をお渡しします。
誕生日の園児の皆さんには、記念となる
「誕生日の絵本」を保護者会のご寄贈によ
り配布いたします。
地震・津波を想定した訓練です。
万が一に備え、情報を正しく伝達するため全市一斉に行う訓練です。
雨天の場合は、キッズルームで遊びます。未就園児・在園児のいずれも参加できます。
秘密のざりがに池に行きます。
体操服をご用意ください。
公園にでかけ、野山で自由に遊びます。 9 時 15 分ごろ出発します。水筒、体操服をお
お子様の様子はブログ等で紹介します。
子様に持たせてください。
環境局職員による環境教育を行います

「環境紙芝居」「分別競走」「塵収集車見学」

南区内の民間保育園に在園する年長児が集まり、南区役所ホールで楽しく遊びます。
午後 0 時 30 分に保育園を出発し、午後 3 時頃保育園に到着します。年長児は保護
者によるお迎えをお願いします。なお、年中児・年少児は保育士による送迎を行います。
午睡用具は月曜日の朝、お持ちいただ ○敷布団(子どもが持ち運びできるもの。)
き、金曜日の帰りにお持ち帰りの上、洗 ○タオル 2 枚(枕用・顔ふき用。)
濯をお願いいたします。
※ 毎日かばんに入れてください。
午睡用具は、必ず記名をお願いします。 ○バスタオル 1 枚

おたんじょうびおめでとう！～ 5 月生まれのおともだち ～
★1 才になりました
りす
いのうえすず
おかだあやか
つぼいれく
やすだひな
よこたたつき

★2 才になりました
ぞう
かがみぜん
しがことね
にしやまあやね
ひさだゆあの
★3 才になりました
きりん
ほしひさや
みやもとあやな

★4 才になりました
わかば
いちはらすみれ
なかにしはな
さくら
たけうちだいき
もみじ
つかだみなと
にむらりく

★5 才になりました
たんぽぽ
なかたさくや
ふじ
さかいりょうへい
しみずせいあ
やまぐちそうすけ
よしだあんな
ひまわり
いちのあいり
やすいゆきひこ

★6 才になりました
つくし
かわむらあさひ
なかやまこうたろう
まつもとのあ
やましたゆうな
すみれ
あだちともか
かとうりゅうが
やまもとみれい

