
９月の園便り 

長い夏休みも終わり、幼稚園にも子どもたちの元気な声が戻ってきました。夏の思い出と

共に、一回り大きく、そしてたくましくなった子どもたちとの再会を嬉しく思います。 

引き続き感染症対策や体調管理に気を付け、２学期も楽しく園生活を送りたいと思います。 

 

【重要】緊急事態宣言中の保育は、今後、大幅に保育時間・内容が変更

する可能性があります。現状は通常保育を予定していますが、夏休み中

も園からの連絡メール等があった場合、必ずご確認をお願いします。 
 

☆引き続き、毎日の健康チェックをお願いします（健康チェック表を記入）。 

９月中のつかさタイムは運動会練習のため、お休みします。毎週水曜日は、変わらず体操

服登園でお願いします（火曜日にカラー帽子、体操服を持ち帰ります）。 

 

＜今月の予定＞ 
① １日（水）…始めの集い 

制服登園の午前保育です。バスは平常運行します。 

持物…体操服・着替え袋、上履き、ｶﾗｰ帽子、防災ｸｯｼｮﾝ、避難用上履き、エプロン 

※連絡帳をお預かりします。※年長組のピアニカは、９月中にお持たせ下さい。 

② ２日（木）…給食開始、３日（金）…弁当開始 
２学期より、年少組の木曜日給食（ごはん給食）が開始します。 

③ １０日（金）…９月生まれ 誕生会、 １７日（金）…８月生まれ 誕生会 
誕生児の御父母の方は、AM9:30 来園～見学、AM10：00 より各クラスで誕生日会となり

ます。上履きを持参ください（会食準備は職員で行います）。 

参加は園児１名につき、保護者１名でお願いします。体調不良の場合は参加できません。 

④ 運動会（学年別） 
今年度の運動会は、学年毎に保育時間内で実施します。行事に関する詳細、参加方法等

に関しては、後日、お便りでお知らせします。 
■年長…9月 27日（月）雨天：28日（火） ■年中…9月 30日（木）雨天：10月 1日（金） 

■年少…10月 4日（月）雨天：5日（火） 

 

＜お願い＞ 
◆タオル地の雑巾２～３枚（カラー歓迎）を無記名で６日（月）迄にお持たせ下さい。ご

協力をお願いします。また、余っている新聞紙があれば、お持たせ頂けると助かります。 

◆食後に歯磨き指導を行っています。お弁当、給食がある日は、引き続き歯ブラシをお持

たせ下さい（ケース・蓋にも記名をお願いします）。 

◆感染予防のため、不要不急の預り保育の利用は避けて頂きます様、ご協力下さい。 

 
【来月の予定】  1日（金）…衣替え 8日（金）…交通安全指導 

14日（木）…【年長中】芋掘り遠足 15日（金）午前保育（午後 入園説明会のため） 

18日（月）…【年少・ぴよ】芋掘り遠足 ※予備日 19、21日 

26日（火）…焼き芋パーティー 28日（木）…【年長】英会話 ハロウィンパーティー 

29日（金）…誕生会  ・９月末～１０月の天気の良い日に、園外保育を予定 

令和３年８月２６日 つかさ幼稚園 



 

  予定 昼食 預り保育 

1 水 ①始めの集い（制服登園・午前保育） × B～D・朝 

2 木 ②給食開始 給食 A～C・朝 

3 金 ②弁当開始 弁当 A～C・朝 

4 土    

5 日    

6 月  給食 A～C・朝 

7 火  弁当 A～C・朝 

8 た 水  × B～D・朝 

9 木 【年長】湘南ベルマーレサッカー教室（水筒持参） 給食 A～C・朝 

10 金 ③〈９月生まれ〉 誕生会 弁当 A～C・朝 

11 土    

12 日    

13 月  給食 A～C・朝 

14 火  弁当 A～C・朝 

15 た 水  × B～D・朝 

16 木 ぴよぴよクラス 園開放日 給食 A～C・朝 

17 金 ③〈８月生まれ〉 誕生会 弁当 A～C・朝 

18 土    

19 日    

20 月 敬老の日 〈祝日〉 

21 火  弁当 A～C・朝 

22 た 水  × B～D・朝 

23 木 秋分の日 〈祝日〉 

24 金  弁当 A～C・朝 

25 土    

26 日    

27 月 ④年長組 運動会（年長：体操服/年中少：制服） 給食※ A～C・朝※ 

28 火 （予備日） 弁当 A～C・朝 

29 た 水  × B～D・朝 

30 木 ④年中組 運動会（年中：体操服/年長少：制服） 給食※ A～C・朝※ 

【予定表の補足】                ※運動会実施学年は弁当、預り保育なし 

た→体操服登園日、Ａ券→黄色 Ｂ券→黄緑 Ｃ券→水色 Ｄ券→ﾋﾟﾝｸ 朝券→薄桃 

・預り保育はお迎え時間によって券が異なります。切り替わり時刻は 16：30と 18：00です（最終 18：30）。 
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お知らせ 

■衣替えについて 

 再来月の１０月から冬服登園です。ご準備をお願いします。 

男児：ブレザー・冬服ズボン・ブラウス 

女児：ブレザー・スカート・ブラウス 

※ブラウスは長袖・半袖どちらでも大丈夫です（１０月中の上着の着用は自由です）。 

 

■【新入園児】入園説明会/入園面接日について 

 令和４年度入園準備のため、次の通り保育の変更があります。 

 

・１０月１５日（金）…入園説明会のため、在園児は午前保育（預り保育あり） 

・１１月 ２日（火）…入園面接日のため、在園児は休園 

 

■つかさの森について 

 カエンタケ発生により閉鎖中の「つかさの森」につきまして、

発生源の樹木と周辺の土壌を処理したところ、その後１ヵ月

の間、カエンタケの再発生は確認できませんでした。そのた

め、９月から森の閉鎖を一部解除します。 

・引き続き、ロープ等で囲っている場所には入らない様にお願いします。 

・万一、カエンタケの様な赤いキノコを見かけた場合は、決して手を触れない様に

お願いします。（園までご連絡下さい） 

・透明のラップを巻いた樹木がありますが、これは樹木を枯らす「ナラ菌」の媒介

虫を防ぐため、消毒と養生として巻いているものです。決してラップを破いたり、

はがしたりしない様にお願いします。 

 

■【課外】ベルマーレフットボールアカデミーについて 

 水曜日の保育終了後に実施している、湘南ベルマーレの課外スクールにつきまし

て、９月からは年少児の受入れが可能となります。ただし、学齢による安全配慮

のため、スクール中は保護者同伴を前提とします。興味のある方は、湘南ベルマ

ーレまたは幼稚園事務までお問い合わせください。 

 

■ホームページの閲覧について 

つかさ幼稚園ＨＰ内「行事報告」閲覧パスワード「084tsukasa」  

 

 



 

新型コロナ対応に関するお知らせ 

 

■行事日程の変更について（改訂版の行事予定表を参照） 

 新型コロナウイルス感染症予防のため、年間行事の一部を次の通り変更します。 

 また、今後の感染状況によっては、再度の変更等が生じる可能性がありますので、

ご承知下さい。 

 

・給食体験日…感染予防のため、今年度は中止します。 

・歯科検診…１１月４日（木）に実施予定。詳細は 10月の園便りでお知らせ。 

・内科検診…１１月５日（金）に実施予定。詳細は 10月の園便りでお知らせ。 

 

■誕生日会について 

 １学期に引き続き、２学期の誕生日会も全園児合同での集会を避け、

クラス毎に誕生会を実施します（園児 1 名につき、保護者１名）。

なお、誕生月の園児が少ない場合、学年合同での集いにするなど、

誕生児にとって楽しい思い出作りとなります様、調整をする場合が

あります。 

 

 

いつも廃材回収のご協力ありがとうございます。 

ご家庭から出た廃材をきれいに洗い乾かし、種類別に分けてお子様に持たせて下さい。 

・当面の間、直接に口をつけた廃材の回収を取り止めます。 

・牛乳パック（開口する）やキャップ類は、水できれいに洗い、よく乾燥をさせて下さい。 

・ラップ芯等の固棒、段ボール素材の箱は回収致しません。また、今年度よりプラスチック

容器（たまご容器等）の回収は取り止めます。 

・歩き登園の方は、直接工場の方へ持っていき、仕分けをし、箱に入れて下さい。 

【○→回収する △→在庫がある ×→回収しない】 

空き箱 牛乳ﾊﾟｯｸ ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ ﾎﾞﾄﾙｷｬｯﾌﾟ ﾍﾟｰﾊﾟｰ芯 ヨーク ﾌﾟﾘﾝｶｯﾌﾟ プラ容器 

〇 〇 中止 〇 〇 中止 〇 中止 

※毛糸やリボン等の余っているものも大歓迎です。 
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 おもちゃ工場について  



 

■【再掲載】新型コロナ感染予防の協力依頼 

 園内での衛生管理のため、懇談会配布資料（一部抜粋）を再度お知らせします。 

 

★体調の優れない園児は、登園を控えて下さい。 

・37.5℃以上の発熱や、明らかに倦怠感や息苦しさがある場合は、登園できません。 

・発熱がない場合でも、体調が優れない場合は登園を控えて頂きます様、お願いします。 

・家族内に体調不良（特に、新型ウイルスの感染が疑われる症状）の方がいる場合、園児が

健康でも、一時的に登園を控えて頂けます様、お願いします。 

・海外からの帰国者については、適切な日数を自宅で待機した後に、登園をお願いします。 

 

お子様が新型ウイルスに感染した場合は、学校保健安全法が定める他の感染症同様、必ず、

幼稚園に感染報告を行ってください。また、保健所より園内の衛生管理上で必要となる情

報や連絡事項を受けた場合は、その旨のご報告もお願いします。 

なお、園児以外の同居人（兄弟、保護者同）が感染した場合、幼稚園への報告はご家庭の

判断で、ご対応下さい。家族内での感染力が強い病気ですので、可能な範囲でのご協力を

お願いします。 

 

登 園 

・毎朝の健康確認をお願いします（毎朝、健康チェック票を記入してお持たせください） 

・徒歩通園児は、受入れ時に検温と健康確認（目視）を行います。 

※園バス登園児はバス停の安全確保の関係上、乗車前の検温ができません。必ず家を出る前に

検温をし、健康状態を確認してから利用してください。 

・水分補給のため、水筒をお持たせ下さい。 

 

降 園 

・徒歩通園児の降園は教室ベランダで行います。保護者間で一定の距離をあけてお待ち下さい。 

 保護者と担任の接触を減らすため、お帰りのご挨拶は簡潔に短時間で行います。担任への質

問や相談につきましては、連絡帳や電話連絡などを積極的にご活用ください。 

・担任との挨拶後は園内に留まらず、速やかな降園をお願いします。 

※感染予防に限らず、降園時は園庭遊具の利用はできません。 

 

＜登園を自粛したい場合＞ 

新型ウイルスの感染を懸念して登園自粛したい方は、担任までご相談下さい。「感染が広がっ

ていると保護者が判断する合理的な理由」があると園長が判断した場合は、欠席扱いとなり

ません。 



今月のねらい 

 年長 

（ゆり・きく） 

年中 

（さくら・もも） 

年少 

（すみれ・つくし） 

ね
ら
い 

★友達と力を合わせ運動会に向け

て取り組み、体を動かす楽しさ

を感じる。 

★敬老の日について知り、祖父母

へ感謝の気持ちを持ち、手紙書

きを楽しむ。 

 

★園生活のリズムを整えながら、友

だちや先生と一緒に楽しく過ご

す。 

★積極的に運動会練習へ参加し、達

成感を味わったり、身体を動かす

ことを楽しむ。 

★秋の行事や自然に興味を持ち、季

節の移り変わりを感じる。 

★園生活のリズムを取り戻し、友

だちや先生と楽しく過ごす。 

★体を動かす楽しさを味わい、運

動会を楽しみにする。 

★季節にちなんだ製作を楽しみな

がら、秋の自然に興味・関心を

もつ。 

活
動
内
容 

●万国旗作り 

運動会に向け、期待を高め、様々

な国に興味を持ち、国旗作りを

楽しみます。 

●敬老の日ハガキ書き 

 おじいちゃん、おばあちゃんに

心を込めて手紙を書きます。 

●運動会練習 

友だちと一つの目的に向かって

協力しながら取り組む大切さを

知り、練習に参加し、運動会へ

の期待を高めます。 

●かけっこ、ダンス練習 

 運動会に向けて、友だちと一緒に

かけっこやダンスを楽しみます。 

●万国旗、帽子作り 

 万国旗を製作したり、ダンスに使

用する帽子を作成したりすること

を楽しみ運動会への期待を高めま

す。 

●かんむり作り 

 ダンスで使用するかんむり作り

を行い、運動会への期待を高め

ます。 

●粘土遊び 

 粘土で、秋の果物や、お月見の

お団子作りを楽しみます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●横断歩道の渡り方の三本指の約束 

 「止まる」「見る」「渡る」を思い出し 

横断歩道の渡り方をおうちの人と確認しましょう。 
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安 全 コ ー ナ ー 



 

今月のうた 

「やまのおんがくか」 
 

1.  わたしゃおんがくか やまのこりす 

じょうずにヴァイオリン ひいてみましょう 

ｷｭｷｭｷｭｯｷｭｯｷｭｯ ｷｭｷｭｷｭｯｷｭｯｷｭｯ 

ｷｭｷｭｷｭｯｷｭｯｷｭｯ ｷｭｷｭｷｭｯｷｭｯｷｭｯ 

いかがです 
 

2.  わたしゃおんがくか やまのことり 

じょうずにフルート ふいてみましょう 

ﾋﾟﾋﾟﾋﾟｯﾋﾟｯﾋﾟｯ ﾋﾟﾋﾟﾋﾟｯﾋﾟｯﾋﾟｯ 

ﾋﾟﾋﾟﾋﾟｯﾋﾟｯﾋﾟｯ ﾋﾟﾋﾟﾋﾟｯﾋﾟｯﾋﾟｯ 

いかがです 

 

3.  わたしゃおんがくか やまのたぬき 

じょうずにたいこを たたいてみましょう 

ﾎﾟｺﾎﾟｺﾎﾟﾝﾎﾟﾝ ﾎﾟｺﾎﾟｺﾎﾟﾝﾎﾟﾝ 

ﾎﾟｺﾎﾟｺﾎﾟﾝﾎﾟﾝ ﾎﾟｺﾎﾟｺﾎﾟﾝﾎﾟﾝ 

いかがです 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


