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・歯ブラシ（0歳児は0歳児専用歯ブラシを持って来て下さい）

・新入園児はコップ

・園用帽子

※今後は必要になりましたらご連絡致します。

準備物

スイミングスクール

（3歳以上の希望者）

スイミングスクールと保護者との直接契約です。
※希望者は保育士へ問い合わせてください。

7日・14日・21日・28日

・登園した時間、降園する時間を登降園簿への記入お願いします。

（大人記入）

・登園は、特別な理由（病院への通院等）が無い限り、朝のお集まりに

参加して頂きたいので9時30分までにお願い致します。

・朝の準備は、お子さんと一緒に連絡帳、タオル等を

所定の場所へお願いします。

（0歳児ひよこぐみさんは、検温のみ保護者でお願いします。）

（目安ですが、年中さんになるまでには

お子さんが一人でできるように親子で共に準備して下さい。）

・登園したら毎朝親子で検温し、検温コーナーにいる職員にお伝え

下さい。

・昨夜熱があった、家庭でケガをしたなど、健康上変わったことが

あれば、登園時に必ず直接保護者へお知らせください。

（解熱剤使用で熱が下がっている場合は、途中で熱が上がり

お迎えをお願いすることが多いです。体調にご配慮下さい）

・お迎えに来られる方や連絡先がいつもと違う場合なども、

必ずお知らせください。

・朝の準備が済んだら、お子さんと「行ってきます」のあいさつをして

出勤されて下さい。

登園について

・18時までのお迎えをお願いします。

・延長保育が急に必要な場合は、18時までに連絡下さい。

（18時以降は、延長料金1H300円となります。）

・タオル等、忘れ物がないよう確認され、

「さようなら」をしてお帰り下さい。

・車の住来が多いので、飛び出すととても危険です。

門を出る時は、必ず手を繋いでください。

・門扉の開閉は手を挟むと危険ですので保護者（大人の方）が

お願いします。

降園について

・必ず指定駐車場へ停めて下さい。（路上駐車禁止）

・分園は２台しかないので、本園の第1駐車場（本園施設側）を

ご利用お願いします。

・本園通園保護者は、第2駐車場

（園から少し離れたフェンスのある駐車場）

をご利用のご協力下さい。

駐車場について

○連絡は下記へお願いします○

本園：098-866-0190 分園：098-868-2042

携帯主：080-3185-6941 携帯①：080-6498-2260

携帯②：080-3185-6956 携帯③：080-3185-6959

携帯④：080-6485-1468

※携帯からお掛けすることもありますので登録されて下さい。

4月の暦

3日（金）進級式

15日（土）職務会

（絵本についての職員研修）

※家庭保育のご協力お願いします。

22日(土）園内研修

※家庭保育のご協力お願いします。

27日（木）お弁当会

29日（土）昭和の日（休園）

個人情報により名前は

削除させて頂きます。

新しく風のうた保育園の

仲間が増えました♪

個人情報により名前は

削除させて頂きます。



とても大切な乳幼時期に子どもたちの側にい

られることが幸せです。大きな体と心で子ど

も、保護者、職員をサポートしていきたいと

思います♡

子どもたちと一緒に笑

いあったりすることが

大好きです。大好きな

子ども達が満足できる

ように日々勉強中!!子ど

もたちと共に成長でき

るように頑張ります(^^)

0.1才児子どもたちの成

長を楽しみに日々保育を

しています。1年間宜し

くお願いします。

子どもたちの力強いエネ

ルギーとキラキラ輝く感

性に負けないように私も

日々自己革新していきた

いと思います。一緒に子

どもたちの成長を楽しみ

見守っていきましょうね

(^^)/1年間よろしくお願

いします。

子どもたちと楽

しく元気に過ご

していきたいと

思います。よろ

しくお願いしま

す。

子育てを経験し、子どもと向き合う

日々の中で感性や成長にすごい!!と感

じ保育士になりました。同じものを見

たり、同じことを経験していても、子

どもたちのものの見方、心の動かされ

方に驚き感銘を受けます。今を全力で

生きる子どもたちの心に向き合ってい

きたいと思います。よろしくお願いし

ます。

こどもたち一人一人の内からあふれ出てくる豊かな

感情や感覚に寄り添い、こどもの感性を見守ってい

ける大人であり続けたいと思います。こどもたちバ

ンザイ♡

日々、可愛い子どもたちと接し気持ち

若いつもりでいます。子どもたちとた

くさん体を動かして目指せダイエッ

ト！

大好きな草木、小動

物大･大･大好きな子

どもたちと一緒に今

年も楽しく分園で頑

張ります。よろしく

お願いします。

一児の母となり今まで以上に

子どもの成長する力ってすご

いなーと感じています。でき

ない事へも諦めず何度も挑戦

する姿、それができるように

なった時のキラキラした笑顔

を見ると私も負けてられない

なーとパワーをもらっていま

す。子どもたちと色んなこと

に挑戦する事を楽しみたいと

最近はハリーポッターにはまってい

ます。映画だけでは飽き足らず小説

を読み始め、今は第6作目の「謎の

プリンス下」を読んでいるところで

す。本を読む習慣はなかったのです

がハリーポッターのおかげで読書の

楽しさに目覚めました～！わくわく

する気持ちを大事にして子どもたち

と楽しい毎日を過ごしていきたいで

楽しい事大好き！遊ぶ事大好

き！子どもたちは遊びの天

才！日頃の保育の中で子ども

たちの遊びの発想力に驚きの

毎日です。今年度も子どもた

ちと沢山遊び沢山笑って過ご

したいと思います。よろしく

お願いします。

今年度かんが

るー組で働か

せてもらいま

す。私自身で

きることをや

りたいと思っ

ています。1

年間よろしく

お願いします。

昨年に引き続き今年度

も2歳児を担当する事

になりました。季節な

らではの遊びをその時

期に存分に一緒に楽し

んだりお散歩やお出か

けを通して色んな物を

見たり、触ったりして

一緒に感性を育ててい

きたいと思います。よ

ろしくお願い致します。

今年度より、主任保育士として保育させて頂

くことになりました。大人も子どもも毎日が

楽しく過ごしていけるように頑張りたいと思

いますのでよろしくお願いします。

虫や植物など自然が好きで子どもたちと

一緒に毎日発見を楽しんでいます。子ど

もの「どこどこ？」「なになに？」キラ

キラした表情が大好きです。元気な赤

ちゃんと産んで戻ってきます。どうぞよ

ろしくお願いします。

5月に元気な赤ちゃんを産んで1月

に戻ってきます。戻ってきたらパワ

フルな私をよろしくお願いします。

体を動かすことが好きですが、最近は

運動不足なので、子どもたちとたくさ

ん遊んで体力をつけたいと思います。

そして、子どもたちの可愛らしい姿に

癒されながら毎日を楽しく過ごしてい

きます。よろしくお願いします。

古典落語にはまってます。車を運転する時に聞

いて一人で笑っています。将来、落語もいい

なぁー

趣味の旅行に今年は

何回いけるかな～。

未知の世界にはワク

ワクがいっぱい！そ

んなワクワクを子ど

もたちとたくさん感

じていきたいです。

昨年に引き続き発達支援児を担当す

ることになりました。今年度も子ど

もたちに負けないくらい元気パワー

でたくさん遊んでたくさん笑って過

ごしていきたいと思います。一人ひ

とりの子どもたちのキラキラパワー

をたくさん見つけていきたいです!!一

年間よろしくお願いします。

今年も0.1歳児クラスの担当にな

りました。子どもたちのパワー

に負けずお散歩に出かけたり、

お絵描きしたり、楽しみたいと

思います。

子どもたちの「おいしかったよ」の笑顔

が私たちの元気の素です。栄養・愛情

いっぱいのお食事作り頑張ります。

私には2歳の娘がいます。

私も娘も歌やダンスが好き

で時々家の中がミュージカ

ルのようになっています。

保育園の中でもたくさんお

歌を歌って楽しんでいきた

いと思います。よろしくお

願いします。

は～い！スーさんです。「だろう」運転事故

のもと、我が身を守る指さし確認！これを

モットーに、急がずあわてず留まらずに前に

向かって進んで行きます。

子どもたちに安全

でおいしい食事を

提供するため今年

も一年頑張ります。

子どもたちの可愛

い笑顔、会話に元

気をもらいながら

より良い環境作り

に努めていきたい

と思います。今年

度もよろしくお願

いします。

今年も1年、子どもた

ちの成長のお手伝

い！との想いで頑張

ります。よろしくお

願いします。

事務です。今年１年

よろしくお願いしま

す。

大好きな音楽と絵本と今までの経験してきたものを全

て投入して、子どもたちの自律育成に努めます。

昨年10月より午後2時から6時の時間

帯を保育しています。

子どもたちのパワーを自分のパワーに

して自分らしく明るく楽しく頑張りま

す。

風のうた保育園の厨房に入ってもうす

ぐ1年。子どもたちに「恵さんお食事

おいしかったよー」の声に癒され、毎

日笑顔でいられます!!これからもみん

なのおいしいおいしい給食作り頑張り

ます！

入職してあっという間に1年が過ぎました。

1年目を通し大変だったこと、楽しかったこ

とたくさん経験することができました。

今年はしっかり自分と向き合い成長していけ

たら良いなと思います。

小中高とバレーボールを

していました。今はダイ

エット中で若い頃の体型

を取り戻そうと頑張って

います。入社2年目の年

に自分が出来る事を必死

になって子どもたちと向

き合いたいと思っていま

す。これからもよろしく

お願いします。

新しく事務員として働かせて

頂いています。どうぞよろし

くお願いします。子どもたち

の歌声につられて私もいつの

間にか鼻歌を口づさみ体がゆ

らゆら～子どもたちの声に囲

まれて毎日幸せを感じていま

ひとりひとりが健康に関心をもち元気に

過ごせるように情報をわかりやすく発信

していきたいと思います。

風のうた保育園2年目に

なり、1年目とは違った

学びがまだまだあると思

うので1日1日が学びと

なる様努力していきたい

と思います。

本年度より児童クラブでお世話になりま

す。毎日元気な児童に負けないようにそ

の元気をもらいながらまた、自分自身精

神年齢が小学生の為一緒に成長していき

たいと思います。

子ども達に囲まれて仕事がで

きる幸せを感じながら今年も

１年よろしくお願いします。
風のうた保育園調理2年目になりました。子ど

もたちの「今日もご飯おいしかったよ～♡」

の言葉がとてもうれしいです。今年も頑張っ

て美味しく安全なご飯を作っていきたいです。

よろしくお願いします。

用務の大城です。

子ども達が「おおしろさ～ん」と呼

んでくれることに顔がゆるんでいま

す。

保育園の環境をしっかり整えていき

よろしく

お願い

します(^^)

土曜日だけの出勤ですが、少しづつ笑顔で

頑張っていきたいです！趣味は歌う事や踊

る事です!!!元気に頑張りますのでよろしく

お願いします♡

子ども達と触れ合う事や笑顔

を楽しみ風のうた保育園に

やって参りました。好きなこ

とは体を動かす事で、特技は

空手です。毎日を子どもたち

に癒されながら楽しんで過ご

していきたいと思いますので、

よろしくお願い致します。

子どもたちと一緒に笑いあっ

たりすることが大好きです。

大好きな子ども達が満足でき

るように日々勉強中!!子どもた

ちと共に成長できるように頑

張ります(^^)

子どもたちの力強いエネル

ギーとキラキラ輝く感性に負

けないように私も日々自己革

新していきたいと思います。

一緒に子どもたちの成長を楽

しみ見守っていきましょうね

(^^)/1年間よろしくお願いしま

す。

子どもたちと楽しく

元気に過ごしていき

たいと思います。よ

ろしくお願いします。

子育てを経験し、子どもと向き合う日々の中で

感性や成長にすごい!!と感じ保育士になりました。

同じものを見たり、同じことを経験していても、

子どもたちのものの見方、心の動かされ方に驚

き感銘を受けます。今を全力で生きる子どもた

ちの心に向き合っていきたいと思います。よろ

しくお願いします。

日々、可愛い子どもたちと接し気持ち若いつもり

でいます。子どもたちとたくさん体を動かして目

指せダイエット！

笑顔の絶えない毎日です。

大好きな草木、小動物

大･大･大好きな子どもた

ちと一緒に今年も楽しく

分園で頑張ります。よろ

しくお願いします。

一児の母となり今まで以上に子ども

の成長する力ってすごいなーと感じ

ています。できない事へも諦めず何

度も挑戦する姿、それができるよう

になった時のキラキラした笑顔を見

ると私も負けてられないなーとパ

ワーをもらっています。子どもたち

と色んなことに挑戦する事を楽しみ

たいと思います。

最近はハリーポッターにはまっています。映

画だけでは飽き足らず小説を読み始め、今は

第6作目の「謎のプリンス下」を読んでいる

ところです。本を読む習慣はなかったのです

がハリーポッターのおかげで読書の楽しさに

目覚めました～！わくわくする気持ちを大事

にして子どもたちと楽しい毎日を過ごしてい

きたいです。

楽しい事大好き！遊ぶ事大好き！子ど

もたちは遊びの天才！日頃の保育の中

で子どもたちの遊びの発想力に驚きの

毎日です。今年度も子どもたちと沢山

遊び沢山笑って過ごしたいと思います。

よろしくお願いします。

今年度かんがるー

組で働かせてもら

います。私自身で

きることをやりた

いと思っています。

1年間よろしくお

願いします。

昨年に引き続き今年度も2歳

児を担当する事になりました。

季節ならではの遊びをその時

期に存分に一緒に楽しんだり

お散歩やお出かけを通して色

んな物を見たり、触ったりし

て一緒に感性を育てていきた

いと思います。よろしくお願

い致します。

虫や植物など自然が好きで子どもたちと一緒に毎

日発見を楽しんでいます。子どもの「どこど

こ？」「なになに？」キラキラした表情が大好き

です。元気な赤ちゃんと産んで戻ってきます。ど

うぞよろしくお願いします。

5月に元気な赤ちゃんを産んで1月に戻ってき

ます。戻ってきたらパワフルな私をよろしく

お願いします。

体を動かすことが好きですが、最近は運動不足な

ので、子どもたちとたくさん遊んで体力をつけた

いと思います。そして、子どもたちの可愛らしい

姿に癒されながら毎日を楽しく過ごしていきます。

よろしくお願いします。

趣味の旅行に今年は何回

いけるかな～。未知の世

界にはワクワクがいっぱ

い！そんなワクワクを子

どもたちとたくさん感じ

ていきたいです。

昨年に引き続き発達支援児を担当することに

なりました。今年度も子どもたちに負けない

くらい元気パワーでたくさん遊んでたくさん

笑って過ごしていきたいと思います。一人ひ

とりの子どもたちのキラキラパワーをたくさ

ん見つけていきたいです!!一年間よろしくお願

いします。

今年も0.1歳児クラスの担当になりまし

た。子どもたちのパワーに負けずお散歩

に出かけたり、お絵描きしたり、楽しみ

たいと思います。

私には2歳の娘がいます。私も娘

も歌やダンスが好きで時々家の中

がミュージカルのようになってい

ます。保育園の中でもたくさんお

歌を歌って楽しんでいきたいと思

います。よろしくお願いします。

子どもたちに安全でお

いしい食事を提供する

ため今年も一年頑張り

ます。

子どもたちの可愛い笑

顔、会話に元気をもら

いながらより良い環境

作りに努めていきたい

と思います。今年度も

よろしくお願いします。

昨年10月より午後2時から6時の時間帯を保育し

ています。

子どもたちのパワーを自分のパワーにして自分ら

しく明るく楽しく頑張ります。

小中高とバレーボールをして

いました。今はダイエット中

で若い頃の体型を取り戻そう

と頑張っています。入社2年目

の年に自分が出来る事を必死

になって子どもたちと向き合

いたいと思っています。これ

からもよろしくお願いします。

新しく事務員として働かせて頂いて

います。どうぞよろしくお願いしま

す。子どもたちの歌声につられて私

もいつの間にか鼻歌を口づさみ体が

ゆらゆら～子どもたちの声に囲まれ

て毎日幸せを感じていま～す(^^

風のうた保育園2年目になり、

1年目とは違った学びがまだま

だあると思うので1日1日が学

びとなる様努力していきたい

と思います。

子ども達に囲まれて仕事ができる幸せ

を感じながら今年も１年よろしくお願

いします。

用務の大城です。

子ども達が「おおしろさ～ん」と呼んでくれ

ることに顔がゆるんでいます。

保育園の環境をしっかり整えていきたいと思

います。

土曜日だけの出勤ですが、少しづつ笑顔で頑張って

いきたいです！趣味は歌う事や踊る事です!!!元気に頑

張りますのでよろしくお願いします♡

子ども達と触れ合う事や笑顔を楽し

み風のうた保育園にやって参りまし

た。好きなことは体を動かす事で、

特技は空手です。毎日を子どもたち

に癒されながら楽しんで過ごしてい

きたいと思いますので、よろしくお

願い致します。
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