ひか り幼稚 園

園だより

行事 予定

コ ロ ナ /イ ンフ ルエ ンザ/ 予防をお 願いしま す
コロナ 第３波 で、感 染が 全国的 に

１２月

１２ 月

増 加して います 。気温 低下 ・空気 乾

２日（ 水）施設安全点検日

燥 とさま ざまな 感染症 への 注意も 一

５日（土）年中・年長組お遊戯会（年少・ひよこ組お休み）

層 必要で す。う がい・ 手洗 い・充 分

８日 （火）成道会

じ ょ うどうえ

な 睡眠な どを生 活習慣 とし て、し っ

おもち つき・お誕生会（手 作り弁当・

フォークとパン皿を持た せてください）

か り身に つけさ せてく ださ い。家 族

９日（ 水）年長組卒園アルバム顔写 真撮影・園庭開放

全 員の体 調チェ ックと 感染 防止の た

10日（ 木）11月分経費締め切り日

めのご協力も引 き続きよろしくお願い します。幼稚園で も

11日（ 金）避難訓練

換気と 湿度調 整を行 なって います 。ハ ンカチ は清

12日（ 土）年少組お遊戯会（年中・ 年長組お休み）

潔なも のを持 たせて くださ い。体 調に 変化が ある

15日（ 火）交通ランド（ほし１・２ 組）

場合は 、速や かに医 療機関 への受 診を お願い しま

17日～ 21日

す。欠 席や発 病の場 合は、 医療機 関で 告げら れた

22日（ 金）終業式

病名や症状を、必ず 園までお知らせください。

期末懇談会

１月
７日（ 木）始業式

○期末個人懇談会
17日（木）より３ 日間、個人懇談会を行います。

８日（ 金）お弁当始め
16日（ 土）自由登園日

なお、17日よ り11時のお帰りにな ります。懇談日の居 残
りについて、感 染予防のため子ども同 士の密をさける為 、
できるだけお控えく ださいますよう、お願いいたし ます。

成道 会 ：お釈迦さまがさと りを開かれた日
12月 ８日は、お釈迦さまがお悟り を開かれ
て仏さ まと成られた日です。人間に 生まれた者が、

○子ども に家族の一員 の自覚を

心の平 安を求めて生きる道が明らか になった日

（お手伝いをどん どんさせましょう）

として 『成道会』と呼んでいます。 子どもたち

年末になる と、お家でもお掃 除や片付

にわ かりやすくお話しして 、お祝いのケーキを いただきま

けなどいろい ろ仕事があると思 います。

す。フ ォークとパン皿を持たせてく ださい。

子どもはジャマだから「ＤＶＤを見せて」

☆入・ 退園のお知らせ

ではなく、手伝 えること、おもちゃの 片付けや拭き掃除 、

入園

ひよこ組

買い物の荷物持 ちなど家族の一員とし ての役割を果たさ せ
てください。ま た、社会の中にもいろ いろな仕事のある こ

退園

土屋郁人くん

赤名日茉莉さん

辻田沙綾さん

安田美月さん

ことり組 野村里生くん ひ よこ組 北山夏大くん

とや、たくさん の人が働くことで成り 立っていることな ど
気づかせること も大切です。一人前の 社会人になるため の

年 末の交 通安全

基盤作りです。よろ しくお願いします。

年末を迎えて交通量も増え、ついついスピー
ドも 上がりがちです 。日の暮れも早 いです

○禁句 です ！

から、 交通事故には充分注意をしま しょう。

年長 組さんは 就学時
健診を 受け、進 学する

聞

学校も わかり、 期待や
不安が 出てくる と思い
ます。 家庭でも お話さ
れることも多く なることでしょう。「 そんなことで、学 校
へ行ってどうす るの！」「学校の先生 は、キビシイのよ 」
とついつい言っ てしまいますが、これ らは進学への不安 を
大きくするだけ です。「お父さんもお 母さんも、小学校 へ
行けるぐらい成 長してくれてとっても うれしいのよ」「 学
校 へい っ た ら 、い ろ ん なこ と を 教 え て
も らえ る わ よ 」と 期 待 がふ く ら む よ う
に話してあげてくだ さい。

心

（もんしん）

年長組では、サフランの水栽培をしています。
球根を 植えて数日が経った日のこと です。
Ｉく ん「せんせい、たいへ ん！サフランからつ のがはえて
る」
先生「 えっ ❕❓ 角」
ビック リして見てみると小さな芽が 生えていました。
Ｉくん 「へー、めかぁ～。はやくお はながさかないかな」
サフランの花が咲くのが待ちきれな い様子のＩくんでした。

