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☆

卒腕式(14H)、 多 2・ リリユ体口になります。
3月 修了式・ 4月 始業式のパス運行に‐
ついて
/」

☆

●0日魔0み 菫行いた します。送 りはありません。
をお願いします。
30年 度の予定につきましては、後 日行事予定表を配布いたします。
￨
梅の花が満開に咲き、ほのかな甘いかお りが春の訪れを感 じさせる季節 となりま した。
早いもので本年度 も最後の月を迎えま した。先 日行われま した 「発表会」ですが大勢の保護者の皆様
のご来園をいただき、温かいご声援あ りがとうございました。

あくまで も予定です。やむを得ず変更する場合 もあ りますのでご了承 ください。
仕事等の都合で早 めにお知 りにな りたい方は、お問い合わせ ください。
☆ 平成 30年 度 ′
古業式 li4り J6日 (金 )・ 人間式は 4月 10日 (火 )で す。

子 ども達の発表はいかがで したか ?一 人ひ とり自分 の役 を精一杯演 していま した。 また合唱 も大き
な口を開けて歌っていま した。感激 して 目頭を押さえている方が例年にな く多かつたよ うに思いまし

fJElJtlt^lr2l,r?

た。本当に素晴 らしい子 ども達です。大変嬉 しくな りました。
さて、3月 は別れの季節で もあ ります。今年 も48名 の年長 さんが卒園 します。先 日担任が「幼稚園
で楽 しかったことは ?」 と聞いたら 「た くさんあってわからないよ。」
「 ドッジポールかな」「みんなで泊まったことかな
」等いろいろなことが返って きたそ うです。みん
なの心の中に幼稚口で過 ごした、楽 しかった数々の思 い出が残つていて良かったです。これから先も
ずっ と党えていて欲 しいと思いま した。
年長 さんはこの「しらゆりだより」が最後にな ります。長い間保護者 の皆様のご理解 ご協力賊に感射
いた します。あ りが とうございま した。お元気で 。・・・。
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昼食は年少・ 中・長縦割 りで 5グ ループに分かれて、交流 しなが ら頂きます。
´ お別れ会の昼食について
幼稚園で用意いた しますのでお弁当IJい り,1せ ん。
llと

ご‖ ヽください.
:口

´ プレゼン トについて

3月 の 行事 予定

体測 (年 中

その後、プレゼン トの交換を します。

※アレルギーについてはlll

※先 日行いましたアンケー トですが集計が終わ りま したので後 日ご報告いた します。

④

3月 8日 (木 )に 年長組 と年中 。少組とのお別れ会を行います。
ホールで歌を歌つたり、ゲームをヒ
ン
たり、日庭で思い出のダンスをして楽しみます。

弁 当終 了
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【
午前保育ト

年長児からの卒口記念・・・・パネル画(ホ ール八 日左上部に掲示)
年中児からの卒口祝い 。・・・プラ版キーホルダー
年少児からの卒園祝い 。・・・紙粘士マグネ ット
子ども達は、自分の作つた物は知っていますが、他学年がどんなプレゼン トを用意 しているのか
iおた のみみノになってお りますので、ご家庭 ‐
でも子の言却 ¨ 型 哺 に して̲く ださいます よう
お願いいたします。

預 り終 了
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父母の会 へお礼
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柔 らかな陽の光に春の足音を感 じる頃にな りました。年長さんは後、 2週 間余 りで卒回の時を迎えます。

父母の会より、
『 平成 29年 度記念品』 として 二人乗 り二輸車"
を寄贈 していただきました。

今、発表会を終えて、とい うよりも年間行事をひとつ終えるごとに子どもたちはステ ップアップしていき
ます。運動会後も1学 期と比べ立派に成長 した姿に感動 したばかりですが、先 日の発表会では更に立派で

いただいてお ります。

凛 々 しい姿に感激しました。こうして 1年 間を振 り返る時、幼児期の著 しい成長を切に感 じます。人間の

皆様方のお心遣いに 心より感齢いた します。 ここに書んで御ネ
Lを 申し上げます。

成長の うち乳幼児期は一番脳が活性 しているときであり、見たり聞いた り感 じなが ら五感をフルに使い、
全てを獲得 していきます。これをふまえ、国と家庭 とがひとつになつて、子どもたちの成長を上手に支援
し、見守っていけたらと思います。

一綸車"

二輸手押車"

1月 中に納入 されましたので、年長が在園中に使用出来るように早速、国庭で活用させて

園長 末田 昭敏
職員一同

