
【4月の予定】 

日 曜日 行事 

1 木 身体測定  

2 金 身体測定  

3 土 職員会議 

4 日 入社式 

5 月 身体測定 

6 火  
7 水 お誕生日会 ・ happy 子育てセミナー 

8 木 避難訓練 

9 金  

10 土  

11 日  

12 月  

13 火  

14 水 happy 子育てセミナー 

15 木  

16 金  

17 土 入園式（令和２年度、３年度入園児ご家庭） 

18 日  

19 月  

20 火  
21 水 happy 子育てセミナー 

22 木  

23 金  

24 土  

25 日  

26 月  

27 火  
28 水 ｈａｐｐｙ子育てセミナー 

29 木 選択理論心理学ワンデーセミナー 

30 金  

【予定について】急な変更があることを予めご了承ください。 
オレンジ太字は園行事、緑太字は児童対象園内行事、 

青太字は保護者対象行事、黒細字は職員対象予定 
【ご利用調査アンケートについて】 
森の保育園では毎月保護者様のご利用調査アンケートを行っておりま

す。アンケート用紙はコドモン資料室にございます。印刷しご記入後 

外の自販機横にある森の保育園のポストへご投函下さい。無記名投函と

なりますので、返答が必要なご相談は運営委員会の議題に載せて良い

かの可否をご記載下さい。または、園長までお声かけください。 
【自転車登園の方へ】   
・駐輪場では避難経路を塞がないようお願いします。  

森の保育園の駐輪スペース（駐輪所左側に貼紙有り）に

停められない場合は、人工芝スペースをご利用ください。  

自転車ご利用の方は担任までお声掛けください。  

【4月からの入室について】 

全家庭、保育園入室可能となります。 

長い間入室制限にご協力いただき、ありがとうございました。 

ご入室に際し、引き続き感染予防対策のため、お手数ですが 

以下のご協力をいただけますようお願いいたします。 
・手指消毒、または手洗い 

・マスク着用 

・上着はコート掛けをご使用ください 

・入室は保育室内入口までのため、お荷物やお布団のシーツは 

保育室入り口で職員へお渡しください 

・送迎される保護者様は、送迎前にコドモンへ体温を入力して 

 いただきますよう、ご協力お願いいたします 

 お忘れの際は、玄関で測らせていただきますのでご了承下さい 

※体調不良、マスク着用、手洗いや手指消毒がご事情で難しい

方は、玄関口で対応させていただきます。 

 

【入園式について】  

昨年、入園式を行うことが出来なかったため、  

令和２年度ご入園のお子様と、今年度ご入園のお子様の

お祝いをさせていただきたいと思います。  

日時：４月１７日（土）午前中  

場所：池上会館  紅梅白梅の間  

対象：令和２年度、令和３年度の入園児ご家族  

※後日、コドモンにて詳細を配信いたします。  

 

【happy子育てセミナー】  

講師の方をお招きし、食育や心理学など子育てに役立つ

情報を楽しく、分かりやすくお伝えしています。ご参加ご希

望の方は、コドモンへお知らせ下さい。お待ちしております。  

日時：毎週水曜日  ２０時～２１時予定  

場所：オンライン  

参加費：無料  

対象：保護者、地域の方  

－各回のご案内－  

☆４月７日（水）のご案内☆  

講師：吉田様  （子育て診断士）  

☆４月１４日（水）のご案内☆  

講師：河村真樹子様  

内容 :女性の自立と笑顔が世界平和につながる！  

～幸せという言葉から逃げていた私が、自分で自分を  

満たし、笑顔になったわけ～  

☆４月２１日（水）のご案内☆  

講師：長野眞弓（弊社社長）  

内容：選択理論心理学  

☆４月２８日（水）のご案内☆  

講師：蓮見知章様（株式会社 land l ink社長）  

内容：農薬が付着した野菜を子どもたちに食べさせたくな

いという想いで野菜洗いを製造、販売する社長の生き方  
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 春光うららかな春の日、ご入園、ご進級おめでとうございます。新しい環境の中でも、お子様方が少しで

も早く慣れていけるように、職員一同精いっぱい関わらせていただきます。また、日々様々な体験を通して 

学び、心身共に健やかな成長を育む環境を作ってまいります。お子様方の育ちを保護者の皆様と一緒に 

支えていければ幸いです。何か疑問や不安などありましたら、いつでもご相談ください。 

 

 



【配布冊子について】  

・4月に大田区認可保育園「入園後の各種手続きについて」  

という冊子を配布致します。ご確認ください。  

【就労証明書提出について】  

対象：全ご家庭  

期限：4月末日  

内容：過去１年以内に発行された、現在の就労状況と  
    同じである証明書  
※新入園児のご家庭で提出済みの方は結構です。  

※期日までに提出が難しいご家庭はご相談ください。  

 

【新入園児のご紹介】  

ご入園おめでとうございます。職員一同お会いできることを

心待ちにしておりました。  

のはら組   カレル  アーカルシャクさん  

              はなもと  がくさん  

        ほし  みはねさん  

              まつもと  ことはさん  

せせらぎ組  おおいし  しきさん  

              おかだ  たいがさん  
              かしはら  まなせさん  
              カレル  スハナさん  
 

【退園児のご紹介】  

今までありがとうございました。また遊びに来てください。  

せせらぎ組  さとう  えいたさん  

そよかぜ組  やまなか  あやとさん  

こもれび組   さとう  わかなさん  

  かやおか  ふきさん  

         かやおか  はるさん  
 

【新入職員】  

新卒が２名入社します。保育補助として入りますので  

よろしくお願いいたします。  

飯塚  翔平（いいづか  しょうへい）  

藤目  康太（ふじめ  こうた）  

 

【職員配置について】  

施設長    佐野生野  

・職員配置  

のはら    ﾘｰﾀﾞｰ：時田久美     荒川知美   

せせらぎ    ﾘｰﾀﾞｰ：佐藤江里子   國田美代子  

そよかぜ   ﾘｰﾀﾞｰ：淡谷智子      陣野辰也   

こもれび   ﾘｰﾀﾞｰ：山中里絵子    時田純一  

            佐川美紗貴   三浦航  

※勤務体制や事情により、ﾘｰﾀﾞｰ以外の配置変更が  

あることを予めご了承ください。  

・フリー保育士  

長野仁未（兼・看護師）  

※５月に入籍いたします。姓が餌取（えとり）に  

変わりますので、よろしくお願いいたします。  

・保育補助  
大杖匠人（保育学校学生）  

保崎久美子、飯塚翔平、藤目康太  

（保育士試験合格に向け勉強中）  

・調理           

北爪雅信（調理師）、加藤佐知子（管理栄養士）   
渡辺夏代（栄養士）、保崎久美子  

・看護師   

豊田杏子、倉田笑里、長野茜  

【大規模災害時の対応について】  
保育中に大きな地震や火災等の災害が発生したときは、  

下記のとおり対応致します。  

 

●保護者への連絡  
①電話、もしくは E メールにてご連絡いたします。  

②「被災地」に指定された場合は、「災害伝言ダイヤル」を

利用します。「災害伝言ダイヤル」に保育園からの  

メッセージを録音します。以下の方法でご利用ください。  

～使用方法～ 

1) ”１・７・１”（１７１）をダイヤル→音声が流れます 

2) ”２”をダイヤル 

3) 保育園の電話番号を市外局番からダイヤル 

”0337542525” 

  →メッセージを聞く 

 

※災害ダイヤルカードをご入園時に各ご家庭へ配布して

います。お財布や定期入れなど常備しているケースに保

管下さい。  

 

●避難場所  
災害発 生時 は保育 園に て待機し ます。 ただし、 保 育園の

建物に被害が発生し保育 園にて待機することが不 適当と

判断したとき、もしくは、保育園がある地区に被害が  

及ぶ可能性がある時は、下記の場所へ避難をします。  

①学校避難場所：松仙小学校グラウンド  

②広域避難場所：多摩川河川敷ガス橋付近  

③水害避難場所：子安八幡神社  

 散歩等の園外保育中に災害が発生した場合も、  

原則として保育園に戻り待機いたしますが、保育園に  

戻れない場合は、  最寄りの公共施設等への避難、  

待機を検討いたします。  

 

●園内非常口  
 せせらぎ組側非常階段    玄関口付近非常階段  

 調理室内非常階段  

  
～森の保育園の理念紹介～  

 
園だよりにて、森の保育園の理念を毎月ご紹介いたします。

今月はキリスト教教育と食育についてお伝えします。  

 

〈キリスト教教育〉  
 森の保育園の職員は、愛を大切にお子様と関わることを心掛け

ています。 
他人がどう思おうと、自分自身がどう考えようとも、どんな人でも

「あなたには価値がある」ということを伝え続けています。 

私たちには多くの弱さがあります。苦難を乗り越えるときに、 

自分には価値があるのだという自己肯定感を育む教育を目指し

ています。  

聖書の中の言葉を１つご紹介します。 

「わたしの目には、あなたは高価で尊い。わたしはあなたを 

愛している」 （イザヤ書43章4節）  

 

 

 

 


