
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

４月の     

えんだより    

 ご入園、ご進級おめでとうございます。 

 暖かい春の日差しに包まれながら新年度が始まりました。 

 今年度の入園式は新型コロナウイルス感染症の影響で例年通りとはいき

ませんでしたが、新しくばら組になった子ども達が新入園児をお迎えする

歌を披露するなど、温かい雰囲気の中で無事に終えることができました。

保護者の皆さまのご協力に感謝致します。 

 新年度はお子様 38 名でのスタートです。新しい（顔なじみ？）職員も増

えました。また新たな気持ちで一年間を過ごしてまいりたいと思います。 

 ここ数ヶ月、新型コロナウイルスの影響が大きく、心が落ち着かない状

況が続いておりますが、子ども達と過ごす時間の大切さには何の変りもあ

りません。私たち大人は落ち着いて行動し、子ども達の明るい笑顔を守っ

ていきましょう。 

 今年度も充実した保育園生活が送れるよう保護者の皆さまのお力添えを

頂けますようよろしくお願い致します。 

        園長 後藤 理恵子 

 

令和 2 年 4月 543 号 

川渡カトリック保育園           

園長 後藤 理恵子 

 

        行 事 予 定 

 

４/１（水） 入園式・家庭訪問 

  ６（月） 集金袋配布 

 １０ (金)  集金〆切・身体測定 

 １４（火） 幼年消防クラブ任命式 

 ２４ (金)  避難訓練 

 ２８（火） 歯科・内科健診 

 

５/１（金） こどもの日の集い 

２９（金） 親子遠足（ばら組．ゆり組） 

 

 

 

 保 育 目 標  

  〇心身共に健全な児童の育成 

  〇基本的生活習慣の確立 

〇社会性を育てる 

 

生 活 リ ズ ム  

新しい環境になり、体調を崩しやすくな

っています。生活リズムを整えて元気に過

ごせるようにしましょう。朝は忙しいです

が、余裕を持って登園できるようにした

いものですね。たくさん遊んでたくさん食

べて、「早寝早起き」「朝ごはん」「排便」の３

つをがんばり、元気に保育園生活を過ごして

いきましょう。 

遠足についてのお知らせ 

 

＜給食費とすみれ会会費の集金について＞ 

 

〇給食費の集金について 

3.4.5 歳児は主食費 1,000 円と副食費 4,500 円を園

へ直接納入して頂く様になります。 

毎月 5日頃に集金袋をお渡ししますので、10 日ま

で納めて頂きますようお願い致します。 

一年分のまとめ払いも可能です。 

 

 

〇すみれ会会費の集金について 

新年度説明会の際に、すみれ会会費を入園式で集金

する旨をお伝えしておりましたが、今般の事情によ

り集金袋での集金に変更させて頂きます。 

詳しくは後日お知らせ致します。 

 5 月 29 日（金）に予定しております親子

遠足ですが、新型コロナウイルス感染症に

関わる動向次第では、予定が変更になるこ

ともございますので、ご承知おき下さい。 

  

4月から新しく保育士が1名入りました。 

はじめましての方や、よくご存じの方も 

いるかと思います。顔なじみの子ども達は

とても喜んでいました。 

どうぞよろしくお願い致します。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 毎日元気で過ごせるように、おいしくて栄

養たっぷりの給食作りを心がけて参ります。 

 本年度もよろしくお願い致します。 

    給食 平野 真希・宮島 めぐみ 

             中鉢 理香 

 ばら組は４歳児７名、５歳児１０名で新年度がスタートしました。 

５歳児さんは憧れの“大きいばら組さん”になり、４歳児さんは環境が変わり少しドキド

キしている様子もありますが、それ以上にひとつ大きいお兄さんお姉さんになれたことが

とても嬉しいようです。 

 子ども達一人ひとりの気持ちに寄り添い、みんなでたくさんの楽しいことを見つけてい

きたいと思います。 

 一年間よろしくお願い致します。        ばら組 畑中 良江・佐藤 まり子 

 すみれ組は新しいお友だちを６名迎え、２歳児３名、１歳児３名、０歳児５名でス

タートしました。たくさん遊んで、笑って、泣いて、安心して楽しい園生活が送れま

すように、ご家族の皆様と一緒にお子さんの成長を見守っていきたいと思います。 

 一年間どうぞよろしくお願い致します。 

すみれ組 千葉 佳代・髙橋 範子・髙橋 和江 

 

 

 

  

 

 今年のゆり組は１０名でのスタートです。新しい部屋、お友だち、名札など、新しい

ことがいっぱいで心も身体もドキドキワクワクしている様子です。 

 これから一年間、子ども達の“やってみたい”という思いや、頑張っている姿を大切

にしながら子ども達の思いを受けとめ、一人ひとりが伸び伸びと自分らしく過ごせるよ

う丁寧に関わっていきたいと思います。 

 一年間どうぞよろしくお願い致します。 

ゆり組 髙橋 かほる・薄井 美咲 

クラス 年 齢 人 数 担任名 

園  長   後藤 理恵子 

主  任   吉田 さおり 

副主任   髙橋 範子 

ばら組  ５歳児 10 名 畑中 良江 

佐藤 まり子 ４歳児 7 名 

ゆり組 
３歳児 10 名 

髙橋 かほる 

薄井 美咲 

 

すみれ組 

２歳児 3 名 
千葉 佳代 

１歳児 3 名 

0 歳児 5 名 
髙橋 範子 

髙橋 和江 

フリー保育士   藤原 博恵 

  阿部 米子 

栄養士   平野 真希 

調理員   宮嶋 めぐみ 

調理員   中鉢 理香 

事務員   髙橋 幸雄 

 

令和 2 年度 職員紹介 

 

 

4 月から新しく保育士が 1 名入りました。

薄井美咲保育士です。 

はじめましての方や、よくご存じの方も 

いるかと思います。顔なじみの子ども達は

とても喜んでいました。 

どうぞよろしくお願い致します。 

 今年度も新しいお友達や先生を迎え、にぎやかにスタートすることが

出来ました。新しいお友達にとっては、何もかもが初めてのことだらけ

かと思いますが、少しずつ園生活に慣れ、安心して笑顔いっぱいで過ご

せるようお手伝いしていきたいと思います。 

 保護者の方と共に、子ども達の健やかな成長をサポートしていきたい

と思っておりますので、一年間どうぞよろしくお願い致します。 

主任  吉田 さおり 

フリー 藤原 博恵・阿部 米子 
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