平成 30 年度 4 月号

Camp Beans・Red Beans

宮前保育園子育て支援センターShell & Beans

だより

Camp Beans(一時預かり保育)Red Beans（休日保育）

沓澤美鈴・小島信・小林身奈
小島梨奈・渡辺音音・小林亮太・角田佐恵
桜の開花と共に色とりどりに咲く花々が、新年度の新しい生活を応援してくれているかのようです。
私どもが行っている一時預かり保育（Camp Beans）休日保育（Red Beans）は、ご家族の方の就労、疾病
等の緊急時、一時的な保育の需要に対応することを目的にし、理由を問わず一時的にお預かりする事により保
護者さんの子育てを支援し、「子どものいる暮らし」の心の豊かさを実感して頂く事を目標としています。
29 年度、多くのご家族の皆様にご利用頂いた事、大変感謝しております。「宮前の先生方なら、安心して預
けられる」というお言葉を沢山頂く事が出来、とても嬉しく、私たちの励みにもなっております。お子さんを
初めてお預けする時に感じる心配や不安は、Camp Beans、Red Beans のご登録時に、ぜひスタッフへお伝
え下さい。その情報を基に、私たちがお子さんの生活リズム・食事や睡眠等の段階を踏まえて関わり、安心・
満足を加えて保護者さんへ引き渡せるようにします。お子さん・保護者さんと信頼関係が築いていけるよう、
口頭や連絡帳にてその日の様子をお伝えして参ります。また子育てに対する悩みや相談も、安心できる保育士
にぜひご相談下さい。様々な側面からご家族の支援が出来るよう、スタッフ一同努めて参ります。
一年間、どうぞ宜しくお願い致します。
リーダー：小島 信

≪お知らせ≫
≪新規登録受付・更新手続き≫
●一時預かり保育、休日保育では、新規登録もお受けいたします。就労や通院、育児リフレッシュなどどんな
方でもご利用頂けます。前もって登録をしておいていただくと、急な利用の際にスムーズに対応できますの
で、事前ご登録お待ちしております。 ※不明な点は、職員までお申し出下さい。
●年度が変わりましたので、新規登録書へのご記入をお願い致します。一時預かり保育、休日保育共に、更新
手続きの場合は、登録料は不要です。書類の書き変えのみお願い致します。休日保育は就労証明書の提出も
お願い致します。
●休日保育にて、申込み人数が定員に達した場合は、「甲府市保育施設利用調整基準点数表」を参考に、ご利
用者を確認の上でご利用者を調整させて頂きます。また、ご利用条件が同様の場合には、先着順で対応致し
ます。お申込みの際には、ご両親のご利用理由を必ずご入力ください。保育を必要とされる方が多く利用で
きるよう、ご協力をお願い致します

≪4 月の活動≫

≪遊びのプログラム≫

・さくら製作（9 日～15 日）
綺麗なさくらを、保育士と一緒に作りましょう。
・バースデー（23 日～29 日）
月末はお誕生日のお友達をお祝いします。音楽に合わ
せて、一緒に誕生会を楽しみましょう。
・こいのぼり製作（23 日～30 日）
5 月 5 日は子どもの日。こいのぼりでお祝いしまし
ょう。

≪食育活動≫
・給食室見学（16 日）
給食室を見学して、様々な食材が調理されていく
様子を一緒に見てみましょう。
・おにぎり作り（17 日）
自分で作ったおにぎりをお友達や保育士と一緒に
美味しく食べましょう。

≪休日保育

●1 日～15 日
パフォーマンス
♪はじめてはじめまして ♪春メドレー
♪はらぺこあおむし
♪ブンバボン

絵本

・はらぺこあおむし
・だるまさんシリーズ

●16 日～31 日
パフォーマンス
♪はじめてはじめまして ♪どんな色がすき
♪おしゃれなこいのぼり ♪ブンバボン

絵本

・こいのぼり
・だるまさんシリーズ
パフォーマンスやリズム遊びを通じて、
全身でリズムを感じましょう！

担当≫

1 日：小島信・渡辺 8 日：沓澤・小島梨・渡辺 15 日：沓澤・渡辺・小林亮
22 日：沓澤・小島梨・小林亮 29 日：沓澤・小島梨・小林亮 30 日：沓澤・小島梨・小林亮

≪職員紹介≫
平成 30 年度、一時預かり保育・休日保育を担当いたします。一年間どうぞよろしくお願い致します。
沓澤美鈴・小島信・小林身奈・小島梨奈・渡辺音音・小林亮太・角田佐恵
清水直人 ・ 渡辺音音 ・ 小林身奈

Camp Beans・Red Beans
AM

PM

1

日 幼児教育センター

プレイガーデン

2

月 プレイガーデン

巧技台遊び

3

火 幼児教育センター

新聞紙遊び

4

水 園周辺散歩

プレイガーデン

5

木 プレイガーデン

ボール遊び

6

金 幼児教育センター

巧技台遊び

7

土 幼児教育センター

プレイガーデン

8

日 幼児教育センター

プレイガーデン

9

月 園周辺散歩

バースデー
こいのぼり製作
バースデー
こいのぼり製作
こいのぼり製作

春の自然物を探しに、お散歩を楽しみましょう。

さくら製作

12 木 幼児教育センター
13 金 園周辺散歩
14 土 幼児教育センター

さくら製作

15 日 幼児教育センター

さくら製作

16 月
17 火

プレイガーデン
給食室見学
幼児教育センター
おにぎり作り

18 水 幼児教育センター

身体測定

19 木 園周辺散歩
20 金 園周辺散歩
21 土 幼児教育センター

身体測定

22 日 幼児教育センター

プレイガーデン

23 月 プレイガーデン
24 火 幼児教育センター
バースデー
こいのぼり製作

25 水 園周辺散歩
26 木 プレイガーデン
27 金 幼児教育センター
28 土 幼児教育センター
29 日 幼児教育センター
30 月 園周辺散歩

容

春の自然物を探しに、お散歩を楽しみましょう。
戸外遊びでは、固定遊具で身体を動かして遊びます。
戸外遊びでは、固定遊具で身体を動かして遊びます。
巧技台遊びで、巧技台を使って、様々な身体の部位を動かして遊びましょう。
幼児教育センターで、全身を使って遊びましょう。
新聞紙遊びでは、新聞紙の感触を楽しみながら、一緒に遊びましょう。
春の自然物を探しに、お散歩を楽しみましょう。
戸外遊びでは、固定遊具で身体を動かして遊びます。
戸外遊びでは、固定遊具で身体を動かして遊びます。
ボール遊びは、ボールを使って身体を動かして遊びましょう。
幼児教育センターで、全身を使って遊びましょう。
巧技台遊びで、巧技台を使って、様々な身体の部位を動かして遊びましょう。
幼児教育センターで、全身を使って遊びましょう。
戸外遊びでは、固定遊具で身体を動かして遊びます。
幼児教育センターで、全身を使って遊びましょう。
戸外遊びでは、固定遊具で身体を動かして遊びます。
春の自然物を探しに、お散歩を楽しみましょう。
さくら製作で、綺麗なさくらを一緒に作りましょう。
幼児教育センターで、全身を使って遊びましょう。
さくら製作で、綺麗なさくらを一緒に作りましょう。
戸外遊びでは、固定遊具で身体を動かして遊びます。
さくら製作で、綺麗なさくらを一緒に作りましょう。
幼児教育センターで、全身を使って遊びましょう。
さくら製作で、綺麗なさくらを一緒に作りましょう。
春の自然物を探しに、お散歩を楽しみましょう。
さくら製作で、綺麗なさくらを一緒に作りましょう。
幼児教育センターで、全身を使って遊びましょう。
さくら製作で、綺麗なさくらを一緒に作りましょう。
幼児教育センターで、全身を使って遊びましょう。
さくら製作で、綺麗なさくらを一緒に作りましょう。
戸外遊びでは、固定遊具で身体を動かして遊びます。
身体測定から成長した事を知り、大きくなった事を認めていきます。
幼児教育センターで、全身を使って遊びましょう。
身体測定から成長した事を知り、大きくなった事を認めていきます
身体測定から成長した事を知り、大きくなった事を認めていきます。
幼児教育センターで、全身を使って遊びましょう。
身体測定から成長した事を知り、大きくなった事を認めていきます。
春の自然物を探しに、お散歩を楽しみましょう。
身体測定から成長した事を知り、大きくなった事を認めていきます。
春の自然物を探しに、お散歩を楽しみましょう。
身体測定から成長した事を知り、大きくなった事を認めていきます。
幼児教育センターで、全身を使って遊びましょう。
身体測定から成長した事を知り、大きくなった事を認めていきます。
幼児教育センターで、全身を使って遊びましょう。
身体測定から成長した事を知り、大きくなった事を認めていきます。
戸外遊びでは、固定遊具で身体を動かして遊びます。
誕生日を迎えた事を喜び、音楽に合わせて、皆でお祝いしましょう。
幼児教育センターで、全身を使って遊びましょう。
誕生日を迎えた事を喜び、音楽に合わせて、皆でお祝いしましょう。
春の自然物を探しに、お散歩を楽しみましょう。
誕生日を迎えた事を喜び、音楽に合わせて、皆でお祝いしましょう。
戸外遊びでは、固定遊具で身体を動かして遊びます。
誕生日を迎えた事を喜び、音楽に合わせて、皆でお祝いしましょう。
幼児教育センターで、全身を使って遊びましょう。
誕生日を迎えた事を喜び、音楽に合わせて、皆でお祝いしましょう。
幼児教育センターで、全身を使って遊びましょう。
誕生日を迎えた事を喜び、音楽に合わせて、皆でお祝いしましょう。
幼児教育センターで、全身を使って遊びましょう。
誕生日を迎えた事を喜び、音楽に合わせて、皆でお祝いしましょう。

10 火 幼児教育センター
11 水 プレイガーデン

内

4月

◆お子様の様子や人数、要望に合わせて遊びを提供していきます◆

