
５月の予定 

 

 

日 曜日 園の予定/☆ベビースクールの予定 給食 CiaoBambina の予定 

１ 日  
  

２ 月  全員  

３ 火 憲法記念日  憲法記念日 

４ 水 みどりの日 
 

みどりの日 

５ 木 こどもの日 
 

こどもの日 

６ 金 
  

 

７ 土 
  

 

８ 日  
 

 

９ 月   さくらランチ 

１０ 火 かえでふれあいデー・保護者会  休館(14 時駄菓子 OPEN)/RIMO ﾈｲﾙ 

１１ 水 眼科検診９:00～ 
 

 

１２ 木 お煎茶 
 

アルバムワークショップ 

１３ 金 チャイルド 
 

チャイルド/ぱんやさん 

１４ 土 
  

 

１５ 日    

１６ 月 4・5 月クッキー焼き  休館(14 時駄菓子 OPEN) 

１７ 火 4 月お誕生会/尿検査  休館(14 時駄菓子 OPEN) /RIMO ﾈｲﾙ 

１８ 水 5 月お誕生会 
 

休館(14 時駄菓子 OPEN) /RIMO ﾈｲﾙ 

１９ 木 お煎茶  さくらランチ 

２０ 金 もも・たんぽぽふれあいデー・保護者会  休館(14 時駄菓子 OPEN)/ぱんやさん 

２１ 土 
 

  

２２ 日 
 

  

２３ 月 歯科検診９:00～  お腹痩せボディメイクメソッド 

２４ 火 チャイルド  チャイルド/ぱんやさん 

２５ 水 すみれふれあいデー・保護者会 
 

休館(14 時駄菓子 OPEN) /RIMO ﾈｲﾙ 

２６ 木 耳鼻科検診９:00～  nu-cou nu-cou /RIMO ﾈｲﾙ 

２７ 金 ゆりふれあいデー・保護者会 
 

休館(14 時駄菓子 OPEN) 

２８ 土 
 

  

２９ 日 
 

  

３０ 月    

３１ 火 ☆お弁当の日 お弁当 4・5 月生まれお誕生会/ぱんやさん 



〇●〇● ５月の予定・行事について〇●〇● 

 

※感染症の拡大状況によっては下記の日程や内容も変更になる事がございますので、ご了承ください。 

 

■ふれあいデー・保護者会について 

  

 入園・進級から約 1 ヶ月が経とうとしています。子ども達は、保育者やお友だちと一緒に毎日元気に過ご

しています。そんな子ども達の日頃の姿を見て頂きながら、保護者の方同士も交流を深めてもらえるよう各ク

ラス準備を進めております。皆様で楽しい時間を過ごしましょう。 

 

 

〈かえで組〉 

  【日時】 ５月 10 日（火）10 時～11 時 30 分（入庫開始９時 45 分から） 

  【内容】 ・保護者会（園生活の様子、本日の活動内容を担任からお伝えいたします。） 

       ・保育室 or 園庭にて子どもたちと一緒にコーナー遊び（廃材遊び、製作コーナー、おみせやさ

んごっこ、虫探し、タイヤ引きなど）自由に行き来して下さい！ 

       ・園庭（雨天時は体育館）にて保護者の皆様と子どもたち、担任でゲーム。 

       ＊晴天時は園庭、雨天時は体育館で身体を動かす活動をしますので、それに見合った靴もしく

は室内履きをお持ちください。 

＊駐車場は第１駐車場・第３駐車場になります。第３駐車場をご利用していただく方には個別に 

        お声がけいたします。 

 

〈もも・たんぽぽ組〉   

【日時】 ５月 20 日（金）9 時 45 分～11 時（入庫開始９時 30 分から） 

  【内容】 ・保護者会（お子さまの園での写真をご覧いただきながら、園生活の様子など楽しくお話しまし

ょう） 

       ・お子様が遊んでいるところに混ざって一緒に遊びましょう（苗や種を植えよう！・絵の具遊び・

園庭探索・指先を使った活動） 

       ＊駐車場は第１駐車場になります。 

 

〈すみれ組〉 

  【日時】 ５月 25 日（水）10 時～11 時 30 分（入庫開始９時 45 分から） 

  【内容】 ・保護者会（お子さまの園での写真をご覧いただきながら、園生活の様子など楽しくお話しまし

ょう） 

       ・保育室にて子ども達と一緒にコーナ遊び（おままごと、電車遊び、カエルを作って遊ぼう） 

       ・戸外遊び（野菜の苗植え、虫メガネを使って虫探しツアー、ジャングルジムなど） 

       ＊駐車場は第１駐車場になります。 

 

〈ゆり組〉 

  【日時】 ５月 27 日（金）10 時～11 時 30 分（入庫開始９時 45 分から） 

  【内容】 ・保護者会（お子さまの園での様子を撮影した写真や映像をご覧いただきながら、 

リラックスした雰囲気でお話しましょう。） 



       ・保育室 or ゆり組テラス or 園庭にて子どもたちと一緒にコーナーあそび 

       （保育室・テラス：お店屋さんごっこ・おうちごっこ・恐竜の世界・線路づくり…等 

        園庭：絵の具あそび・虫探し・おはなのお世話…等） 

       ・体育館にて保護者の皆様と子どもたちでリズム遊びや簡単なゲームを行います。 

       ＊天気に限らず、園庭や体育館で身体を動かす活動や絵の具を使ったあそびをしますので、 

それに見合った服装・靴もしくは室内履きをお持ちください。 

＊駐車場は第１駐車場・第３駐車場になります。第３駐車場をご利用していただく方には個別に 

        お声がけいたします。 

 

※後日一斉メールにて出欠・駐車場使用の確認を取らせていただきます。 

※保護者の方の持ち物…保護者ストラップ、保護者検温表、水分補給できるもの、室内履き、外履きを入れる袋、 

駐車券（車に提示して下さい） 

※服装…動きやすい服装・靴。 

※保護者 1 名の参加となります。 

 

 

■健康診断について        

 

５月は眼科、歯科、耳鼻科を予定しています。 

【日時】 

・11 日（水）眼科検診 

・23 日（月）歯科検診 

・26 日（木）耳鼻科検診 

◇耳鼻科検診の前日には鼻、耳をきれいにし、髪が耳にかかってしまうお子さんは検診の際、邪魔にならない

ように当日は髪を結って登園してください。 

◇各検診とも当日欠席された場合には、個人で各医療機関を受診して頂き、同様の項目についての検診結果を

園までお知らせください。 

  ※当日欠席された方には、園指定の用紙を後日お渡し致します。 

 

 

■尿検査について 

 

定期健康診断の一環として尿検査を実施致します。お子様の腎臓病や糖尿病の早期発見への手がかりとする

ための検査です。大切なお子様の健康状態を知る極めて大切な検査となります。下記事項をよくお読みいただ

き、期日を忘れずに提出して下さい。 

 

◇提出期日 ２０２２年 ５月１７日(火) ９：３０まで  

提出期限をお守り下さい。 

・朝のバスをご利用の方は、バスで回収させていただきます。 

  ・当日お子様がお休みの場合でも、採取したものを９：３０までに園にお持ちください。 

 

 



◇尿検査方法 

１．起床後、すぐにトイレに行って初尿を少し出し、その後の中間尿を紙コップに取り、スポイト方式にて尿

容器に吸い上げさせて下さい。 

２．容器に、園名・氏名が記載されているラベルを貼り、提出して下さい。  

（容器等は後日配布いたします。） 

 

 

◇注意事項 

１．前日就寝前にジュース類・ビタミン C 剤の服用はさせないでください。 

２．前日就寝前は 2 時間程度安静に過ごし、必ず排尿してから寝かせてください。 

３．その他 後日配布予定の紙コップに書いてある注意事項を必ずお守り下さい。 

 

※尿を取ることが難しい方は、ウーリンコレクターという採尿パックがあります。 

必要な方は、Brain に「採尿パック何枚」と 5 月 10 日（火）までにご記入してください。 

代金は 50 円で、後日引き落としになります。 

 

 

〇●〇●お知らせ〇●〇● 

 

■制服について 

 

5 月に入りますと、気温の高い日も増えてきます。ゆり組以上は園指定の制服の中から、気温に合わせてお

着替え袋に補充をお願いします。全ての持ち物に記名をお願いします。汚れ物を入れるビニール袋も記名をし

てお着替え袋に入れお持ちください。 

   

・ゆり組以上 

園指定の制服/ブラウス、半袖 T シャツ、ポロシャツ、体操着上下、ボレロ。 

＊薄手のアウター、ズボン、靴下は私服可。 

 

 

■水遊びに伴う持ち物、Brain 回答項目追加について 

 

夏の暑さを感じる日も増え、こどもたちが水と触れ合う機会が多くなってまいりました。 

お庭のジャブジャブ池でひんやり冷たい水の心地よさを感じたり、大きなプールでのびのびと体を動かしなが

ら水と触れ合っていきたいと思っております。しかしながら、今年度も引き続き、新型コロナウイルス感染予防

を行った上での、水遊び及びプール活動とさせていただきます。以下をご確認の上、こどもたちが安全に、楽し

く活動できるようご協力お願い致します。 

 尚、水着は 6 月 1 日（水）頃を目安にご用意をお願いします。準備出来次第お持ちください。本格的なプール

開きは、６月２７日（月）を予定しております。 

 

【持ち物】 

1. 水着・水泳帽子  



・一人で脱ぎ着出来るデザインのもの。泥んこ遊び等で汚れてもよいもの。 

2. タオル      

・約 30cm×75cm くらいの大きさのタオルの中央にル－プをつけてください。 

3. プールバック（もも組以上）    

・園指定のプールバックに、水着、水泳帽子、タオルを入れてお持たせ下さい。 

 

 

【お願い】 

1. お着替え袋 

・お着替えセットのビニール袋を使用しますので、枚数をご確認ください。                                        

2. 名札 

・水着、水泳帽、タオルに、白地にマジックで明記したものを縫い付けて下さい。 

3. 入水可否 Brain 回答    

・プール遊びに関しては、安全の為、保護者の方による入水可否の判断が必要となります。朝の健康状態を

よく見て、Brain「家庭から園へ」内において体温、プール入水の可否をご記入ください。口頭での伝達やメ

モ書きでの回答は、伝達ミスの原因となる可能性がございますので Brain にてご入力をお願い致します。 

 

尚、入力時間は９：００までとさせていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

                                  

                                 

                               

 

 

 

【感染防止の観点】 

１． 子どもたちの体調・皮膚の状態を確認させていただきます。 

※ご家庭でも、お子様の体調・皮膚の状態の確認をお願い致します。 

 詳細につきましては、「保健だより」（5 月）をお読みください。 

２． プールへの入水人数を制限して（１回の入水は、６～10 人）プール活動を行います。 

３． 水質の保全、感染症予防のため消毒を行います。 

水泳帽と水着にクラスと名前を

はっきり白地にマジックで記名

したものを縫い付けてください 

プールバック 

 

ボディータオルの中心に 

５～６cm 程度のループをつける 

タオルにも名札を縫い付けてください 



 

【注意事項】 

・お子様の思いや興味・関心、天候等に応じてプール保育をしていきますので、回答が「可」でも必ずしも入水

するわけではないことをご承知おきください。 

・Brain において回答がない場合、持ち物に忘れ物があった場合、安全のためプールへの入水は見合わせていた

だきますので、忘れずに回答、ご準備をお願い致します。 

・鼻水、咳、とびひや水いぼ等、感染が疑われるものが見受けられた場合、看護師の判断でプール入水をお断り

させていただく場合がありますのでご了承ください。 

・制服・ソックス・下着類も含め、改めて記名の確認をお願い致します。 

 

 

■５月諸経費の引き落としついてに 

 

・引き落とし日  ５月 1３日（金） 

・５月は毎月の項目に加え、下記が追加されます。 

・その他内訳 （全園児）クラス集合写真（５月中にお配りいたします） 800 円 

（ゆり組以上該当者）  ４月・５月お誕生日会費用   600 円 

       （各家庭 1 件） 保護者のためのレクリエーション保険代 180 円 

 

＊保護者加入保険概要「行事参加者障害補償プラン」 

・園主催の行事（ふれあいデー・どんぐり会・遠足・さくらマルシェ）においては、各家庭の保護者 1 名分につ

いて、傷害保険に加入しています。 

・保険の種類：行事参加者の障害危険補償特約付 普通傷害保険(AIG 損害保険株式会社) 

・保険金額：死亡保険 1,000 万円、後遺障害保険金 死亡保険金額の４%~100％ 

      入院日額(180 日限度) 5,000 円、通院保険金額(90 日限度)3,000 円 

 

 

■休日・夜間・長期休み等の緊急連絡について 

 

 お子さま等が、医療機関・保健所等から、新型コロナウイルス感染症の「陽性者」または「濃厚接触者」と判

断された場合や、病気・怪我等で入院さた場合は、下記の QR コードを読み取っていただき記載事項を記入の上、

フォームを送信して下さい。 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDnH5kl6Ij_5hzl-

TUWJHjZiC4SgxVwBLomwv3I1x8lwuTyg/viewform 

 

 

 

 

 


