みんなで育つ

１０月の園行事
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音楽（３～５歳）
芋ほり（４歳児）
体育（３・５歳児）

英語・体育（２歳児）
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英語（３歳児）
体育（４歳児）
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あいさつをしよう！とよく聞きますが、あいさ
つにはどんな意味があるのでしょうか。あいさつ
は「私は大切な存在」との自己肯定感を育てま
す。
毎日、先生たちが子どもたちと目を合わせ、笑
顔いっぱいであいさつするのは「今日も元気に
来てくれて、うれしいよ」「また明日も元気に来て
ね。待ってるよ」のサインです。 人は、目を見て
話してもらえると「自分は受け入れられている」
「自分の存在が認められている」という安心感を
抱きます。
挨拶の最大の効用、それは相手の存在を認め
ていることを強力に表せることです。
『私はあなたがそこにいることを
知っているよ！
気が付いているよ！
いつも気にしているよ！』
あいさつというのは、それをこんなにも手軽に
相手に伝えられるすごい武器なのです。
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芋ほり予備日（３歳児）
英語（４歳児）

１０月３１日（月）～

英語（３歳児）

音楽（３～５歳児）
シルエット劇場（４・５歳児）
体育（３歳児）
英語・体育（４・５歳児）

衣替え
１号代休（運動会）

１１月に遠足に出かけます

１１月には各学年、秋の遠足に出かけます。行き先は現
在検討中です。後日配布するお手紙をよく読んでいただ
き、準備をよろしくお願いいたします。

お知らせ

お誕生会

運動会参観

衣替え（制服登園）

１０月３１日（月）から幼児組は制服登園でお願いいた
します。トレーナーは衣服調整時に着用することがあり
ますので、リュックの中に入れて常時お持たせください。
また、この機会に、改めてすべての持ち物に記名の確認
をお願いいたします。

お知らせ

14

英語（２歳児）

10 月 5 日（水）・6 日（木）・7 日（金）

体育（３歳児）

避難訓練

いじめで精神的に一番ダメージがあるのは、な
んだと思いますか。それは無視をされることです。
人は他人との関係において自分の存在を肯定さ
れることで自我を確立させる生き物です。だか
ら、あいさつされたら嬉しいし、反対にあいさつを
されないと、存在を否定された気がして不安で悲
しくなるのです。
まずはぜひ親から笑顔で子どもに「あいさつ」
をして、子どもの存在をしっかり認めてあげてく
ださい。たくさんの存在承認を子どもに投げかけ
てあげてください。
その親からの存在承認が伝わったときに、子ど
もは自分から挨拶したくなるはずです。
あいさつをしない時もあるかもしれません。な
かなか声にならない子もいるかもしれません。そ
れでも、子ども達は感じています。この人はいつ
も自分を見てくれている。気づいてくれている、
と。その安心感こそが大切なのです。
年頃になるとあいさつをしなくなる、というこ
ともあるでしょう。それも成長の一つととらえ、そ
んな時であっても親は毎回声をかけ続けてあげて
欲しい、と聞いたことがあります。そんなゆとりの
持てる日ばかりではないかもしれませんが、心の
片隅におきながら向き合えたら、と思います。

幼児組

英語（３・５歳児）
体育（４・５歳児）

英語（２歳児）

芋ほりに出かけます

年少組は笠取ファームへ、年中、年長組は田上の畑に
芋ほりに出かけます。配布したお手紙を確認してくださ
い。豊作かな？楽しみです。
〇年少組…１０月７日（金） ☂1４日（金）
〇年中組…１０月５日（水） ☂１１日（火）
〇年長組…１０月６日（木） ☂１１日（火）

芋ほり（３歳児）
英語（４・５歳児）
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内科検診

園長あいさつ

３～５歳児

専科参観について

年間予定表で、ほし組・おひさま組・にじ組の専科参観
の日程を１１月３０日（水）、１２月１日（木）、１２月５日（月）
とお知らせしておりましたが、講師の都合により１２月５
日（月）の日程を１１月２８日（月）に変更させていただき
ます。申し訳ございません。詳細は後日配布いたしますお
たよりをご覧ください。

●１１月の予定
７日（月）…遠足（２歳児）
８日（火）…遠足（４歳児）
９日（水）…遠足（５歳児）
１０日（木）…遠足（３歳児）
１１日（金）…卒園記念写真、遠足（０，１歳児）
１５日（火）…焼き芋パーティー
１６日（水）…避難訓練
２５日（金）、２６日（土）…作品展
２８日（月）…専科参観（ほし・おひさま・にじ）
２９日（火）…お誕生会
３０日（水）…専科参観（ほし・おひさま・にじ）

改めてのお知らせとお願い
全園児

みんなの晴れ舞台!!運動会!!
みんなが楽しみにしている運動会。今年も月輪大池運動公園グラウンドをお借りして行いま
す。秋のさわやかな一日、運動会を楽しみましょう。
今年度もコロナ対策のため、０・１・２歳児と３・４・５歳児で日程を分けて開催します。なお、当日
の詳細につきましては、後日配布のおたよりをご覧ください。

《３～５歳児》
■日程：１０月２９日（土）９時から１２時頃
雨天順延…１０月３０日（日）
※１０月２９日が雨天の場合、園は休みです。土曜保育もありません。
※１０月３０日が雨天の場合は、残念ながら中止とします。

■場所：月輪大池公園
１０月２８日（金）は前日準備になります。１８時降園に、ご協力をよろしくお願いいたします。
今年も保護者の皆様にはお手伝いをお願いします。ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

《０～２歳》
■日程：１0 月３１日（月）９時から１２時頃
雨天の場合…ホールにて実施します。日程の変更はいたしません。

■場所：びわこきららこども園園庭

全園児
待ちに待ったハロウィンがやってくるよ!!
待ちに待ったハロウィンがやってきます！当園でも恒例のハロウィンパーティーを行います。
園で準備した仮装をし、集会を開きみんなで楽しみます。家からの仮装はありませんので、特にご
準備いただく必要はありません。
今や日本でも定着しつつあるハロウィンですが、いわれなどをうちでもお話しいただければ幸
いです。

■日程：１０月２５日（火）

ご来園について

専科活動について

≪駐車場・駐輪場≫
当園では、駐車場が手狭で、送迎時は大変混雑いたしま
す。長時間の駐車並びに、近隣に迷惑になるような駐車は
固くご遠慮願います。なお、園前道路では徐行運転をお願
いしており、駐停車の際は方向指示器、ハザードランプの
点灯を厳守してください。
行事の際の自家用車での登降園については、その都度
ご案内いたしますので、ご確認ください。
駐輪場については、正門前の駐輪場をご利用ください。
≪保護者用名札≫
ご来園の際やバスの送迎時には、必ず保護者用名札の
着用をお願いいたします。保護者用名札は、卒園までご使
用いただきますので紛失なさらないようお願いします。万
が一紛失された場合は再発行いたしますが、その場合は
有料となりますのでご注意ください。

体育・音楽・英語の専科講師によるレッスンを行って
います。体育は、 跳び箱・マット運動・なわとび指導、
音楽は、歌やけん盤ハーモニカ、楽器、英語は、専門の
先生による楽しいレッスンなど、学習指導を目的とし
たものではなく情操教育の一環として、週１回を基本
として実施しております。

保育時間の超過について
【１号認定家庭】
８：５０分以前の登園、また１４：１０以降のお迎えは別途
預かり保育料が時間に応じて必要になります。
【２・３号認定家庭】
短時間認定のご家庭は、個別に決定した設定時間以外
の保育を希望する場合、別途延長保育料が必要です。
標準時間認定のご家庭は、１８：００以降に保育を希望
する場合、別途延長保育料が必要です。

課外教室について（幼児部）
今年度も、体操、サッカー、英語、算国教室の課外教
室を開講しています。
現在、課外教室を受講させているご家庭は、以下の点
について、再度ご確認ください。
■課外教室受講にあたって
１． 課外教室を受講される場合は、基本的にお迎えに
なります。通常の降園バスは利用できません。
2． 課外教室受講の際、自家用車でのお迎えについて
は大萱霊園の駐車場への駐車をお願いします。その
際、駐車許可証が必要ですので、各課外教室の先生
までご請求ください。
3．１号認定家庭の方は保育時間終了から課外教室ま
でに時間がある場合は、一旦お迎えに来ていただく
か、あるいは預かり保育をご利用ください。

以下の３点については、特にご確認、ご協力をお願いいたします。
門の施錠について

車で来園の際のお願い

安全管理上、９時３０分から１６時までは自動ロックにし
ております。その間に園にお越しの際は、インターホンを
押してクラスと名前を言ってください。
また、園に来られる際には名札を着用してください。ご
来園や送迎の際には必要になります。祖父母の方用など
で必要な方は園で販売しておりますので、事務所までお
申し出ください。

お車で送迎の際に駐車場がいっぱいの場合は、園前に
て、ハザードランプを点灯してお待ちいただくことがあ
ります。その際に以下の事を厳守いただきますようにお
願いします。
①必ず交差点の手前で、左端に寄せて停車ください。
②その際、交差点のギリギリで停車せず、交差点前の
標識あたりで停車ください。
③園門前のお宅の玄関前には駐車しないでください。
④駐車場が混雑する時間帯には園での写真販売の申
し込みなど、車を駐車場に長時間停車することのな
いようご配慮ください。
⑤ベルパークの団地を通っての駐車場への左折入場
はご遠慮ください。

お迎えの後のことについて
お迎えをした後に子どもたちが園庭で遊ぶ姿が見られ
ます。また、駐車場に行く際にも、子どもが先に行って飛
び出しだり駐車場で遊んだりする様子もあります。大き
な怪我や事故になってしまう前に、今一度さようならの
挨拶をした後の速やかな帰宅にご協力いただきますよ
う、よろしくお願いいたします。

