
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

曜日 月 火 水 木 金 土 日 

活動内容/日付     1 2 3 

午前     お弁当・ひなまつり 

  

午後     園庭・自由遊び 

活動内容/日付 4 5 6 7 8 9 10 

午前 

午後 

カラフル粘土 親子 de ダンス リトミック ボールプール パン作り 

  

カラフル粘土 園庭自由遊び 園庭自由遊び 園庭自由遊び 園庭自由遊び 

活動内容/日付 11 12 13 14 15 16 17 

午前 

午後 

身体測定 身体測定 リトミック 体育遊び お弁当 卒
園
式 

 

身体測定 身体測定 園庭自由遊び 園庭自由遊び 園庭あそび 

活動内容/日付 18 19 20 21 22 23 24 

午前 

午後 

おわかれ遠足 スイスイおえかき リトミック 春分の日 一品持寄・お誕生日・

終了会   

園庭自由遊び 園庭自由遊び 園庭自由遊び おやすみ 園庭自由遊び 

活動内容/日付 25 26 27 28 29 30 31 

午前 

午後 

園庭自由遊び 園庭自由遊び リトミック 園庭自由遊び  次
年
度
準
備 

 

園庭自由遊び 園庭自由遊び 園庭自由遊び 園庭自由遊び  

 あっという間に一年がましたね。 
この一年で子ども達もたくさん成長し、身長も伸び

体重も増え何よりできる事が多くなりましたね。 
 子どもの成長を共に喜び、次年度へ向けてスムー

ズにスタートできるようにしましょうね。 

発行日 平成 31年 2 月 28日 

社会福祉法人むぎの会 むぎの子保育園 

所在地 うるま市石川曙 3-3-10 

TEL  ９６５－０９９７ 

園長 仲地 薫 

【「むぎわら帽子」利用時間】 

≪平日≫ 

午前 8：30～12：00 まで 

午後 13：00～15：00 

スケジュールは変更になることも

あります。 

♦♫♦「麦わら帽子」の一日の流れ♦♫♦ 

8：30 「麦わら帽子」開園 

9：30  朝の歌 

10：00 日替わり活動♪ 

※上表月間カレンダーをみてね。 

11：45 手遊び・絵本の読み聞かせ午前お帰りの歌 

12：00 午前の部 終了 

13：00 午後の部 開園 

15：00 「麦わら帽子」閉園 

※内容、時間に変動有り 

※クッキングや野外活動等の際は要予約制 

（その都度お知らせします。） 

☆お誕生日会（1.2.3 月生まれのお

友達）＆一品持ち寄り＆修了会 

今月は…一品持ち寄り 
・3 月 22 日（金）10：00～ 

持ち物：エプロン・三角巾等 

※材料費がかかります。 

※駐車場に限りがあるので、申し込みし

てね♪定員になると締切っちゃうよ。 

☆パン作り(*^_^*) 

今月は…UFOパン 
・3 月 8 日（金）10：00～ 

持ち物：エプロン・三角巾等 

※材料費￥150 がかかります。 

※材料準備がある為、２日前まで

に申し込みしてね♪定員になる

と締切っちゃうよ。 

 

☆園外活動 

今月は…おわかれ遠足 
・3 月 18 日（月）10：00…現地集合♪現地解散 

持ち物：動きやすい軽装できてね。 

お弁当、水筒、敷物、 

天気のいい日は、帽子や日傘など 

天気の悪い日は、雨ガッパ、長靴、傘など 

申し込みしてね♪ 

 

☆ひなまつり集会 

保育園の園児と交流  

（おしゃれ着できてね） 
・3 月 1 日（金）10：00～ 

始まる１０分前には来てね。 

※駐車場に限りがあるので申し込

みしてね♪ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

今月の絵本 

 
 
 
 
 

 

今月は・・・「新年度へ向けての準備」について 
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絵本の貸し出しをしています。 
お子さんと一緒にえらんで貸出カード 

に記入してね。 

貸出期間は一週間だよ(*^_^*) 

今月の絵本は・・・「みんなでおひなさま」 
こぐまのまーはおじいちゃんとおばあちゃんに 

自分で作った大きなおひなさまを見に来て 

ほしいんだ。だけどね・・・ 

たいへんなことになっちゃった。 

つづきはえほんの中へ・・・ 

○先に購入していてもさほど問題のないものリスト 

☆お布団セット（ただしカバーなどは寸法指定の場合も

ある） 

毛布（冬用）タオルケット（夏用）なども一緒にね。 

☆乳児は紙オムツ（サイズはお子さんに合わせてね） 

☆汚れもの袋（最近では 100 円均一のかわいい絵柄の

巾着袋が人気ですよ。大小色々なサイズがあります） 

☆外遊び用の靴、靴下 

支援センターは利用無料です。 
 支援センターとは・・・ 

就学前のお子さんとその保護者、これから子育てが始まる方やおじいちゃん、 

おばあちゃんがお孫さんと一緒に利用できる施設です。 

対象年齢は 0 歳～就学前のお子様。主に 0.1.2.3.歳のお子様が多数ご利用されて 

います。 

気軽に遊びに来てくださいね。 

子育ての悩み、相談、初めての出産で分からないことを色々聞きたい！などなど・・・

経験された方や保育士とお話してみませんか。(^^♪ 

一人で悩まないで！支援センターで解決策を！！ 

親子でたくさんの友達を作りましょうね。環境を変えて子どもと向き合うと子育てが 

きっと楽しくなってきますよ。 

子供の成長は、親の成長でもあります。 

  支援センターの心得 

☆マナーを守り、親の責任のもとに遊ばせ、安全面の配慮は忘れずにしましょう。 

☆絵本の貸出をしています。読み聞かせを楽しみましょうね♪ 

○保育園の説明会を聞いたあとに購入した方がいいものリスト 

☆通園バッグ 

（保育園指定のものやサイズを指定する保育園もあります） 

☆着替え上下３組 

（乳児の場合はもう少し増やした方がいいですよ） 

☆バスタオル（乳児のみ） 

☆食事用エプロン 

（小さめのタオルでも良い場合やタオルをふたつ折りにして

手作りエプロンを作る場合もあります。） 

☆おしぼり 2～３枚 

☆ハンドタオル 1～2 枚 

☆フェイスタオル 1～2 枚 

☆コップ 

☆他に説明会で指定されたものなど・・・ 

３月は４月からの新しい年度へ向けて準備をする時期ですね。そこで今回は入園に向けて準備した

ほうがいいものなど、一般的なものから紹介します。 

Q.入園準備はいつから？ 
A.入園が決まって保育園の説明会が終わってから準備し始めるのがおすすめです。 
できれば早めに準備しておきたいと思うかもしれませんが、保育園でまとめて購入できるものと自分で準

備するものがあるので、まずは説明会へ GO！ 

○シーズンものリスト（その都度必要な時に購入し

ても問題ない） 

☆雨具（カッパ、傘、雨靴） 

☆夏にプールのある場合 

 水着、水泳帽、プールバック、タオル 

☆夏場 虫除けスプレーなど 

☆冬場 

 ジャンパーなど 

☆調理実習用 

 エプロン、三角巾 

☆お弁当用（弁当箱、おはしセット、水筒、敷物） 

注意点！！！ 

子供が動きやすいもの！自分で脱着しやすいもの！汚れても

いい服、靴！なるべく紐やフードがついていないもの！などが

オススメです。 



 


