子育て支援通信 〈 第２５号 〉 園だより

５月行事予定

４月行事予定

８日(水) こどもの日の集い

１日(月) 入園おめでとうの日

９日(木) 春の定期健康診断

(新入園児と保護者)

１５日(水) ５月生誕生祝会

２日(火)～６日(土)慣らし保育

Ｃｏｎｔｅｎｔｓ

１７日(水) ４月生誕生祝会

１６日(木) 絵画造形教室

春暖の候

２４日(水) 地震・火災時避難訓練

２２日(水) ０歳児保護者会 １６時～

新しい年度を迎え、保護者の皆様にはご健勝にお過ごしの事と存じます。

２５日(木) 絵画造形教室

２３日(木) 地震・火災時避難訓練

又、同時にお仕事が変わられたり、シフトが変わったり、育児休業があけたりと、それぞれの

Ｐ１ ごあいさつ
Ｐ２今月の行事予定
来月の行事予定
Ｐ２お誕生児紹介

２３日(木) １歳児保護者会 １６時～

(原田弘美先生来訪)

新年度のスタートで、忙しい日々も始まった事でしょう。子ども達の元気はお母さん、お父さん、

２４日(金) ２歳児保護者会 １６時～

※Ｅｎｇｌｉｓｈであそぼうも開始します。

おじいちゃん、おばあちゃん方の元気によるものです。皆様も体調を壊さず、無理せずに頑張っ

２８日(火) ５歳児ばら公園遠足

今月は４・５歳児

てくださいね。天候不順な昨今ですので、健康管理には十分ご注意ください。私たちも一日も早

２８日(火) ３歳児保護者会 １６時～

く、子ども・大人が安定した生活に入れるように、お子さんの様子をしっかり観ていきたいと思

３０日(木) ４歳児保護者会 １６時～

※５歳児は６月４日(火)

います。

Ｐ３今月のお知らせ
Ｐ４保健だより

特に新入園の皆様は新しい環境に慣れるのに、親子共々ご心配なことも沢山あるかと思います。

おたんじょうび

分からないことや心配なことは何でもお聞きください。又、進級児の保護者の皆様もいろいろ教
えて頂きたいと思いますので、よろしくお願いします。

Ｐ４給食だより
ピノ保育園
連絡先

みどりの芝生はだしであそぼ

さて、改修工事等ご協力頂きありがとうございました。新年度がスタートし、子ども達も新し
い保育室、新しい担任、新しいお友達との出会い様々な新しさがあります。新しい環境への不安
を最小限にするために、保育室のロッカーを廊下へ移設することにより遊びが中断しない工夫を
しました。保育室のレイアウトも子ど達がより自分であそびをみつけ、工夫してあそべる環境を

。

用意しましたので、お部屋の中をのぞいてみてください。その結果、まだスタートして五日目位

誕生児をお祝いします。集会では歌をうたったり

ですが、本当に夢中になってあそぶ姿が見られています。新しいお友だちも別れ際は泣く子ども

職員の出し物を観たり楽しいひと時を過ごします。

もいますが、すぐにあそべています。本当に環境を作ってあげることで、子どもの動きも変わっ

誕生会での出し物は職員が工夫を凝らし、
良い文化

てくることを実感しています。只、新入園児のお子さんは、自分の置かれている環境に気づいて

を伝える機会にします。ご本人の誕生日当日は

いず、新しい玩具で遊ぶ姿もありますが、気づいた時、泣いたり、保育園に行くのを嫌がったり

「おたんじょうびおめでとう ぞうくんのさんぽ」

する時期もくるかもしれません。その時は担任と十分話し合って、お子さんの安定を図ってあげ

の本をメーセージ付きでプレゼントさせて頂きま

３歳になりました

みかん組

今成すみれさん １３日

るように考えましょう。

す。クラスでは一ヶ月間お誕生カードを飾ります。

４歳になりました

ぱいん組

大津心陽さん

ともあれ、保護者の皆様の絶大なるご協力によって、３年目を迎えることができました。
子どもの最善の利益を考慮した保育園に近づいているでしょうか。

毎月第三水曜日の予定で全園児がホールに集い

誕生祝会は栄養士さん手づくりの特別献立とおや
つにケーキが各クラス毎に届けられます

２歳になりました
３歳になりました
３歳になりました
３歳になりました

４歳になりました
４歳になりました

いちご組
いちご組
みかん組
みかん組
みかん組

ぱいん組
ぱいん組

さ とう

みお

佐藤 澪さん
せき

たいせい

関 大晴さん
たけざわ あ

み

竹澤亜美さん
くどうりゅう た

工藤琉太さん
なかじまゆきむら

中島幸村さん
す ずき

鈴木れんげさん

６日
１０日
２６日
２日
３日
９日

いまなり

お おつ み

お

や す の りょう と

安野 亮 登さん
た け だ い おり

竹田伊織さん

１８日
２１日
２１日

４歳になりました

ぱいん組

須藤さくらさん ２７日

保育園大好きになるような保育は変わりません。職員一同頑張っていきますので、どうぞ、ご

５歳になりました

めろん組

飯岡蒼太さん

◎ 皆様のご負担を少なくするため、今年度４月の全体保護者会を書面でお知らせする事に

５歳になりました
５歳になりました

園長からお祝いカード

しました。一年間の行事予定を既に配布しましたが、説明内容等は裏面に補足しました。

６歳になりました

ぜひお読みください。

６歳になりました
園長

菊 地 紀 子

パネルシアター
マジックやコンサート

ピノ保育園の『子育て支援通信 ピノ＆アチェロ 園だより』の名前の由来「ピノ」は園舎が建つ前が巨峰畑

「アチェロ」は園庭の木登りのできる樹木が「もみじ」ですので、「アチェロ」(イタリア語)と名付けました。
ピノ保育園の特徴的なものから名付けましたので、これから園だよりお楽しみに活用してください。

６歳になりました
６歳になりました
お名前は？

でしたので、葡萄の種類から「ピノ・ノワール」 Ｐｉｎｏｔ Ｎｏｉｒ (フランス語)から名付けられました。

Ｐ１

２歳になりました

いちご組

職員の入れ替えもありました。職員が変わっても保育園の理念、子どもも保護者も活き活き

理解、ご協力を願いします。心配な事、ご意見等ぜひお寄せください。

木登りだいすき

２歳になりました

めろん組
めろん組
すいか組
すいか組
すいか組
すいか組

す どう

いいおかそう た

いしかわはゆ ま

石川颯真さん
しらいし

白石

りょう

諒 さん

せきぐちこころの

関口心埜さん
やまざきち か

山崎千華さん
こばやしはる ひ

小林陽飛さん
ほ しのか いり

星野海里さん

何歳になりましたか？

好きな食べ物は何ですか？等 インタビュー

Ｐ２

その他昨年はペープサートや職員劇ハンドベル等楽しみました。

３日
１７日
１７日
１０日
１３日
２０日
２０日

新しいお友だち３０名を迎え、１０９名でスタートしました。

お 知 ら

職員も新しい職員が入りました。今月は全体保護者会を行いませんので、

毎月身体計測を行い、健康カードに記入します。

保健だより

カードは後日保護者にお渡ししますので、確認印を
押印し、速やかに戻してください。

書面をもって今年度の方針などをお知らせします。園だよりの他にも

せ

①年間行事予定(５日配布済)②保育園利用のお知らせ

③お願いの３枚を配布

させて頂きます。十分お読み頂きご協力お願いします。

始めまして看護師の竹中久美子です。

配布しますのでよろしくお願いします

のびのびと育つ子どもたちの健やかな日々と安心を得られるように頑張っていきます。
よろしくお願いします。ピノ保育園は特に５７日からの産休明け保育を行っていますので、ＳＩ

今年度ここが変わりました。

ＤＳの予防や毎日の視診、栄養士と連携をとっての食事指導、怪我の予防(ヒヤリハット・アクシ

その①

保育室は一つ大きいクラスに移動しました。合わせて、定数増に伴う改修工事をしました。す

デント)と対応等、園児の健康管理に十分配慮していきます。全園児の朝の視診、巡回も行います。

いか組(年長組)は子育て支援センターの「大きな樹」の部屋に、
「大きな樹木」は旧ピノっこの

健康情報なども順次お知らせしていきます。心配な事ご相談などどうぞお寄せください。

部屋へ、
「ピノっこ」は旧すいか組へ移動しました。

◆健康カードを毎月配布します。
保育室のロッカーを廊下に移設しました。

①身長・体重を計測して毎月お返し、しますので、押印し担任に返却してください。

その②

これは子ども達があそんでいる所へ、次々と親子で登園してくると遊びが中断されてしまい、

②返却する時に聞きたいことなども記入してください。

①

落ち着かなくなります。遊びの場と生活の場を区分しました。

特に５月には嘱託医内田先生の春の定期健康診断がありますので、お聞きしたいことがあれば、
記入しておいてください。

クラスの定数が変わりました。伊奈町の待機児童解消の為、ピノ保育園でもその需要にお応え

その③
①

③４月は土踏まずの形成を観るために、足型をとります。裸足での活動が土踏まずの形成に役立って

するために入所児童を増やしました。

いることがわかってきましたので、お楽しみに。

定数９０名を保育室を改修し、暫定定数１１８名(２８名増員)にしました。
０歳児

９名⇒１１名

１歳児１５名⇒１６名

２歳児１５名⇒２２名

３歳児１７名⇒２３名

４歳児１７名⇒２３名

５歳児１７名⇒２３名

◆くすりの与薬について
①保育園では原則としてお薬は預かりません。市販のお薬は預かりません。
軟膏、点眼薬、点耳薬なども医師の処方したものに限ります。軟膏も一日何回も塗ることはできません
のでご了承くださくぃ。

延長保育料金が変わりました。

その④

伊奈町私立保育園で統一した利用料金になりました。月極の申込書と料金表は利用者の方へ事

①

務担当よりお配りします。お支払いは従来通り月初めにお願いします。単発の方は従来どおり、

②薬を飲むことが必要と診断された場合、朝夕の服用にすることが可能か尋ねてください。
③保育園での与薬が必要な場合は、医師から与薬指示書を書いて貰ってください。
④与薬指示書をもとに、１回分(お薬の袋には名前を記入)を持参して頂き、直接職員に手渡しでお願いします。

当日利用の翌日にお支払頂きます。

朝、薬を飲んで登園した時は、必ずその事を職員にお知らせください。

尚利用対象者は０歳児は満１歳の誕生日の翌日からは従来とかわりません。

◆下痢症状や嘔吐が続いている時は必ず担任にお話しください。
持ち物について

その⑤

１・２歳児の連絡帳は市販の物に変わりました。３・４・５歳児は昨年度と同じ物で

①

す。

◆ピノ保育園では子ども達の食事・給食に力をいれています。
毎月献立表をお配りします。ぜひご家庭でも参考にしてください。

４・５歳児は物を大切に、自己管理がしっかりでき、好きな時にいつでも製作などが
できるようにるように個人持ちの道具箱(クレパス・はさみ等)を用意して頂きます。

給食だより

詳しくは担任よりお知らせします。

毎日の給食は園長と０歳児担当が検食をし、オーケーの許可を出してから、盛り付けを
します。各担当保育士も子どもと一緒に食事指導をします。
毎月、給食会議、離乳食会議、アレルギー食会議を定期的に行っています。又、保育園の

その⑥
⑤①

食育計画に基づき、食材は新鮮な食材、国産の安全な食材にこだわり、原産地の確認も毎

すいか組へはどうやっていけばよいの？下足箱は保育園玄関。子育て支援センターは

日しています。今年は簡単レシピ等もご紹介できるように頑張ります。よろしくお願いし

朝７時３０分より開けておきます。荷物の始末をして、ぱいんの部屋へ。８時３０分

ます。

に担任とすのこの渡り廊下を通って移動します。夕方は５時に施錠します。

◆伊奈町では食材の放射濃度の測定を毎月２回サンプルを持参し、学校給食センターで測定

Ｐ３

子育て支援通信「ピノ＆アチェロ」平成２５年 4 月号

していますが、判定は全く異常なしです。今年は簡単レシピ等もご紹介できるように頑張り

発行日 ： 平成２５年４月８(月)

園からのメッセージ・毎月の行事・お誕生児紹介

ます。よろしくお願いします。

発行所 ： 社会福祉法人大樹会ピノ保育園

クラスメッセージ・子育てワンポイント・看護師から

◆自給自足の生活のすすめ～野菜の栽培に取り組んでいます。

住 所 ：

給食便り等保育情報をお知らせしていきます。

伊奈町小室字丸山１－２７－２

ＴＥＬ ： ０４８－７２０－４１５２

ＦＡＸ ： ０４８－８１２－４５０９

Ｐ４

幼児組の子ども達が中心になり、一年間通して野菜の栽培をし、調理保育も体験させて
いきます。夏野菜・小松菜・ほうれん草・じゃがいも・さつま芋・大根などです。

新任職員です。よろしくお願いします。

特集号

ふ じ た ち ほ

こ

みくに あ

こ

藤田千穂子

０歳児担当

(保育園経験

三國綾希子

３歳児担当

(幼稚園経験)

稲本遥奈

２歳児担当(保育園経験)

高橋賛子

２歳児担当

(幼稚園経験)

竹中久美子

看護師

き

幼稚園経験)
いなもとはるな

全体保護者会を４月に行いませんので、園だより、

その他のお知らせ

年間行事予定、保育園の利用について、お願いを配

(総合病院小児科勤務)

布しますので、ご覧ください。

お知らせ

■ピノ保育園の保育理念、保育方針は年間行事予定にも掲載してあります。開園３年目になり
０歳児もも組

１１名のおともだちでスタートのもも組です。はじめて過ごす保育園では環境になれず、泣いている姿があります

子ども達が落ち着いて主体的にあそべるように徐々に近いづいています。

藤田千穂子

が、少しずつ保育士やお友達に慣れ、笑顔が見られるようになりました。新しい環境で不安や驚きも有ると思いま

常に子どもの環境を考え、居心地のよい、保育園にしていきます。保護者の皆様には無理な

鈴木瑠那

すが、ご家庭と連携をとりながら、一人ひとりのペースに合わせて、ゆったりと安心できる環境で過ごせるように

細田小百合

していきたいと思います。保護者の方と一緒に子どもたちの成長を感じ喜び合いたいと思いますので、一年間よろ

柴野恵美子

しくお願いします。

お願いもするかもしれませんが、十分ご理解いただき、ご協力をお願いします。
■クラス別保護者会を５月に予定しています。
時間はいずれも午後４時～５時までです。
内容はクラスの年間保育目標、自己紹介、園長より子育ての話、親子ふれあい遊び等です。

竹中久美子
１歳児いちご組

いちご組では保育者との安定した関わりの中で、少しずつ基本的な生活習慣が身に付き、自分でやろうとする意欲

どうぞご予定ください。

小柳夏美

を持てるように子どもたちと関わっていきたいと思います。また、戸外で沢山体を動かして遊び、歩行の完成をめ

■緊急連絡カードについて

田村麻衣

ざすと共に運動を通して発達を援助していきたいです。友だちと一緒に過ごし、そのやりとりを通して言葉を習得

緊急連絡カードは非常事態発生時にお子さんのお迎えに来て頂き、引き渡し時に使用します。

高橋賛子

したり、関わり方を学んだり、刺激し合いながら、新しい６人のお友だちを迎え、１５人組で一年間楽しく過ごし

お迎えに来る方が複数の場合は各自コピーをし、常に携帯をお願いします。
■集金について

ていきたいと思います。
２歳児みかん組

進級時１６名、新入園児６名の計２２名で新しいみかん組の生活がスタートしました。新入園児はまだ新しい環境

各種集金を持参する場合はいずれも集金袋にいれて、クラスのポストにいれず、必ず職員に

増田美希

に慣れず、不安で泣き出してしまうこともありますが、少しずつ好きな遊びを見つけ、笑顔も見られるようになっ

手渡しでお願いします。

小池恵未

てきました。進級児も新しいお部屋やお友だち、おもちゃに興味津々で毎日パラフルに活動しています。みかん組

稲本遥奈

の目標としてトイレトレーニングを進めパンツでぱいん組に上がれるように頑張ります。沢山の経験を通して園生

ピノ保育園の大きな特徴の芝生の園庭、はだしであそぶ・・・子どもにも大人にも大変好評で

齊藤美智子

活を楽しみ、成長した子ども達の姿を保護者の方々と共に喜び合いたいと思います。

元気に走り廻ってあそんでいます。但し、その管理は並大抵のものではありません。

■ボランティア大募集

～

芝刈りと草むしりのお誘い～

毎月２回位、職員全員で芝刈りと草むしりなどの整備を行ってきました。
３歳児ぱいん組

ご入園ご進級おめでとうございます。

そこで、今年はぜひお母さん、お父さん、お家の方にも芝刈りにご参加いただければ有難いです。

三國綾希子

ぱいん組は４名の新しいお友達が加わり、男の子１６名女の子７名でスタートです。約１週間が経過し、新しい生

一年の中でどこでもご参加できる所で構いませんので、日程がわかりましたら、早めにお知らせ

加藤真衣

活にも徐々に慣れてきたようでお友だちと仲よくごっこあそびをしたり、電車の玩具を一緒に走らせ遊んでいる姿

しますので、ご協力よろしくお願いします。

がみられるようになりました。また男の子が多くわんぱくなぱいん組さんは体を動かすのが大好きです。リズム遊

■園庭周りの植え込み漸く剪定が終わりました。

びなどを沢山取り入れて体を動かす楽しさを感じたり、基本的な生活習慣の確立、自分の思いを言葉で伝えるを目

車が出る時に見通しが悪くなっていましたが、先日漸く剪定いたしました。大分見やすくなった

標に日々過ごしていきたいと思います。この一年間での子どもたちの成長を保護者の方々と共に感じながら過ごせ

と思います。今後も出入りには十分ご注意ください。尚、ミラーにつきましては、何度も修理して

ることを楽しみにしています。

いるのですが、マナーの悪い大型ダンプカーなどがぶつけられて壊されています。今後も引き続き

４歳児めろん組

進級時１９名、新入園児３名の計２２名で新しいめろん組での生活がスタートしました。１週間が経過しましたが

修理は早めにしていきます。

秋庭大美

今では進級児と新入園児が仲良く遊ぶ姿が見られ、毎日にぎやかな声が響き渡っています。めろん組の子ども達は

■駐車場の凸凹も雨の日などご不便をおかけしています。今後修理していきますので、もう少し

戸外で友だちと一緒に体をたくさん使って遊ぶことが大好きです。これから様々な遊びや行事を通して「自分の気

お待ちください。

持ちを相手に伝えること」「相手を思いやる気持ち」「みんなで一つのことに取り組む仲間意識」を育てていき、集

■保育時間について
開園時間、朝７時～夕８時までです。保育時間は勤務時間＋通勤時間です。

団生活の楽しさを子どもたちと一緒に感じて成長していきたいと思います。

５歳児すいか組

すいか組は進級児１６名で４月の生活をスタートしました。新しい保育室に入ると「うわぁ～」と目を輝かせてい

小野寺菜々

ました。すいか組になり、これまでとは違い、指先を使った玩具や頭を使い、考えてあそぶ玩具が増えました。子
ども達は自分たちなりに遊びを考え、玩具を十分に活かし、楽しくあそべています。これから、年長児としての自
覚を持ち、たくさんの事に挑戦し、一回りも、二回りも成長し、実りの多い一年をすごせたらと思います。

朝７時から７時３０分、夕６時３０分～８時までは延長保育になります。(有料です)
尚朝７時３０分～８時３０分、夕５時～６時３０分までは混合保育になります。保育室も決められた
お部屋を使用します。担任以外の職員が保育にあたりますので、ご了承ください。
勤務が早く終わった場合、土曜日勤務で平日お休みの場合などはお子さんの負担をなるべく少なく
するために早めにお迎え、またはお休みください。皆様の就労を保障する為に私たちも頑張りますが

その他

高橋久仁子

加藤とき子

齋藤容子

入ります。よろしくお願いします。

林里江子

村上茂子

原田

薫

吉田佳代子

菊川裕子が保育に

ご協力お願いします。

