
5 月の行事予定 

日 曜   行事 きらり 

1 水 即位の日 長期休暇支援 

２ 木 国民の休日  

３ 金 憲法記念日  

４ 土 みどりの日  

５ 日 こどもの日  

６ 月 振替休日  

７ 火 ワーク バス散歩（竜洋昆虫公園 すだち 1・2・4 あんず 1・2） 

８ 水 ワーク バス散歩（竜洋昆虫公園 すだち 3・5 あんず 3・4・5） 

９ 木 ちいさなおなべの会  どんぐりグループ 

10 金 リズム おおきくなったかな 弘子さんの知恵袋 集金締切日 

11 土   

12 日   

13 月 避難訓練 妊婦支援 

14 火 自然観察会（かぜのすだちとあんずとりんご）  

お弁当の日 ワーク 

出張ひろば 

15 水 （ひかりのすだちとあんずとりんご） ワーク  

16 木 （そらのすだちとあんずとりんご）  

17 金 リズム きらり講座 

18 土   

19 日   

20 月 ファミリーデー 太極拳（今月は 1 回のみです） カンガルータイム 

21      火 ワーク バス散歩（かぶと塚公園 すだち 2 そら

のれもん） お茶会（すだち） 

出張ひろば 

22 水 ワーク バス散歩（かぶと塚公園 すだち 4  かぜのれもん） 

23 木  どんぐりグループ 

24 金 リズム 誕生会  

25 土   

26 日   

27 月  カンガルータイム 

28 火 ワーク バス散歩（かぶと塚公園 すだち 5 ひかり

のれもん） 

出張ひろば 

29 水 ワーク バス散歩（かぶと塚公園 ひかり・そら・かぜのりんご） 

歯の健康 UP 講座   内科健診 

30 木 伝承あそび  

31 金 リズム  
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6月の予定 

17日（月）～21日（金）ファミリーデー 

17日（月）  プール開き 

19日（水）  懇談会 

21日（金）  誕生会 

食券販売 6月 3日（月）～6月 7日（金） 

5日（水）  内科健診 

4日（火）～6日（木）  自然観察会 バス散歩 

13日（木）  歯科健診 

22 日（土）  職員研修日 ご協力をお願いします。   

＊6月はお弁当の日はありません。 

 

 

ながかみ保育園は地域の方々のお力に支えられてい

ます。素話のおなべの会さん、太極拳の石塚さん、絵手

紙の高井さんたち、書き初めの有美さん、シイタケ栽培

の杉浦さん。木を植えたりカブトムシの幼虫を届けてく

れる田島さん。木のおもちゃや小さなお家を作ってくれ

た村埜さん。それに老人施設七恵会の皆さん。そして、

今年度から森林公園で自然観察会をやってくださる

方々。このような多様な人との関わりは、子どもたちの

心の土台となって、大人に守られて育つ安心感を与えて

下さっているように思います。   

感謝しつつ、本年度もよろしくお願いします。 幸江 

内科健診 

29 日(水)・6 月 5 日（水）内科健診で

す。どちらかの日に必ず受診してくだ

さい。両日とも欠席の場合は、ご家庭で

受診していただくようになります。ご

協力をお願いします。 

ワーク 

週 2 日のワークでは、土粘土で行う粘土

ワーク、トンカチで釘打ちをし作品作り

をする木工ワーク、パステルを削って手

で絵を描くパステルワーク、お茶会など

行っています。用意の必要なワークは、

園だよりでお知らせします。 

 

5 月のランチ券の販売は 

5 月 7 日(火)～10 日(金)です。 

お庭のけやきの若葉が、日増しにその色を変えていく

様と、赤ちゃんたちが一日一日笑顔を増やしていく様子

が重なり、保育園は活気に満ち溢れています。 

令和元年のスタートは、大型連休となり、家族で過ご

す時間が多く、子どもたちにとって、ホッと一息つける

時間となることを願っています。 

さて、当保育園は、虫取り、花摘みなどを楽しみに近

隣の公園や農道などへ、またバス散歩で、少し遠方へと、

一年を通して、園外での活動が毎日繰り広げられていま

す。四季それぞれの実体験を通して、子どもたちは様々

な出会いと経験を積み重ねながら、発見、感動、共感な

ど、人としての基礎を培ってきました。その活動の一つ

としての森林公園は、第二のホームグランドと言ってよ

いほど、毎月必ず行く場所になっています。今年度は、

その活動も一歩前進して、地域資源とのコラボで、地域

の力を活用した内容にしていこうと考えています。5 月

からスタートして、毎月 3~5 歳児 75 名が 3 日間連続で

森林公園を訪れ、公園内の自然観察員と共に、 

その時々の自然をレクチャー、体感し、 

より深く自然と関わる機会としていきます。 

一応、かぜ、そら、ひかりのクラス別に行く予定ですが、

人数の都合上、多少の変更を強いる事があることを、ご

理解願いたいと思います。 

特に、園バスを活用して、浜松の地理、産業や歴史など、

地域資源とコラボしながら、生まれ育った浜松を知るこ

とに繋げていきたいと思います。 

 バス散歩は出発時間や、持ち物（帽子・水筒）を忘れ

た場合は参加できませんので、必ず園だよりをご確認く

ださいますようお願い致します。 

 れもんさんも後半には、バス散歩に参加して大きいお

兄さんやお姉さんと、地域にデビューしていきますの

で、楽しみにお待ちください。 

 

 

 

 

 

 

 

                      弘子 

バスにのって 

でかけよう らんららん 

バスにのって 

みつけよう らんららん 

バスにのって 

ゆかいだね らんららん    

地域の方々に支えられて育つ 

「ながかみの子」 

リズム 

昨年度は木曜日と金曜日に分かれて行っ

ていましたが、今年度前半は金曜日のみ

で行います。後半になり変更があればま

たお知らせします。お知らせが遅くなり、

申し訳ありませんでした。 

体操服をお忘れなく‥‥。 

主食費（３～5 歳児）の集金 

900 円×6 ヵ月分=5,400 円の集金は 

6 月の月初に集めさせていただきます。 

10 月からは新制度となります。 

園内に飾られている法被や祭り人形は、

東区天王町在住の藤井愛子さんの作品

です。数年前にパーキンソン病を発病し

たことをきっかけに、手仕事を始めまし

た。手拭いを利用し、浜松まつりの町内

法被を作ることから人形作りまで、いろ

いろ挑戦しているそうです。 

歯の健康 UP 講座（すだちとあんず）28 日(火)に、 

コップ・歯ブラシ・ハンカチをもたせてください。 

お茶会 白い靴下を持たせてください 


