
 
	  

 
 
 

 
 

	  
	 新入園の皆様、ご入園おめでとうございます。長いステイホームが終わり、いよいよ夢

や希望に満ちた JOHOKU こどもアカデミーの開園です。かわいい乳児組のお友達も増え、 
ピカピカの園舎で、また元気いっぱいの子ども達との楽しい生活が始まることに職員一同

ワクワクしています。丁寧な手洗い、うがいやマスク着用の習慣を続けながら元気に過ご

していきたいと思います。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

６月の園だより  
         JOHOKU こどもアカデミー  

令和２年５月 26 日 

園長	 田岡 眞貴恵  

【「れんらくアプリ」での連絡について】  
	 欠席、遅刻、早退等は必ず「れんらくア

プリ」でご連絡ください。その際、欠席理

由やバス不要の理由もお書きください。フ

レンズ等の課外教室やキッズの時にも必

ずアプリでお知らせください。課外教室や

キッズを欠席し普段通り降園する時や振

替で参加する時にも備考欄に記入してく

ださいますようお願いします。  

【手拭きについて】  
◎年中、年長組は普段の手洗い時には各自  
	 のハンカチを使用します。６月から手拭き  
	 タオルは不要です。毎日清潔なハンカチを  
	 ポケットに入れて登園してください。ハン  
	 カチには必ず記名をしてください。（年少組  
	 はこれまで通り手拭きタオルを使用しま  
	 す。）  
◎食事前の手洗い時は使い捨てのペーパータ  
	 オルを使用します。  

【気象・地震状況による措置について】  
	 梅雨の季節に入ります。「園のしおり」

でお知らせしておりますように気象・地震

等により警報が発表された場合の確認をよ

ろしくお願いします。緊急事態が発生した

場合は、園長判断により登降園時刻・方法

を変更することがあります。その際には、

園からメール配信（れんらくアプリ）等で

お知らせします。  
 広島市の防災メール登録をお願いします。 

	 【お知らせとお願い】  
☆	 ６月１日（月）より衣替えです。夏服の制服と制帽です。体操服をカバンに入れて持って  
	 	 きてください。園で着替えをします。  
☆	 新型コロナ感染拡大防止のため、６月の園行事は３密を避け、縮小して行います。  
	 	 ・幼児組の保育参観日、年長組なかよし動物教室は中止になりました。  
	 	 ・内科検診は秋に実施します。  
	 	 ・５月、６月の誕生会は各保育室で行います。保護者の方の参観は行いません。  
	 	 ・５月から予定していた年長・年中組のキッズは休園のため実施できませんでした。  
	 	 	 改めて希望調査をしたうえで調整をし、２、３学期に実施しようと思います。詳細に  
	 	 	 つきまして後日お手紙でお知らせします。  
☆	 年長組のお茶会は密にならないように、６月２３日（火）と３０日（火）の 2 日に分け  
	 	 て実施します。詳細につきましては学年だよりでお知らせします。  
	 	 年中組の６月のお茶会は中止になります。  
☆	 乳児組の参観日は６月２４日（水）に行います。詳細は後日お知らせします。  

	 	 	 	 【園長室から】  
	 待ちに待った JOHOKU こども
アカデミーの開園です。給食室の

メンバーとの打ち合わせも進み、

おいしい食事の時間も楽しみで

す。コロナ感染予防のため、行事

等変更もありますが、安心・安全

を願いアイデアを出し合って楽し

い教育・保育活動を進めていきた

いと思います。  



	 

６月の行事予定	 	 

1	 月	 子ども園開園式	 入園式	 	 給食開始	 	 	 

2	 火	 	 	 	 	 

3	 水	 年中組身体測定	 	 	 

4	 木	 年長組身体測定	 	 	 

5	 金	 	 	 	 	 

6	 土	 ［１号休み］	 	 	 

7	 日	 	 	 	 	 

8	 月	 年少組身体測定	 年中組	 

9	 火	 	 	 年少組	 

10	 水	 	 	 	 	 

11	 木	 園庭開放	 年長組	 

12	 金	 年長組体育遊び	 	 	 	 

13	 土	 ［１号休み］	 	 	 

14	 日	 	 	 	 	 

15	 月	 年少組体育遊び	 	 年長組	 

16	 火	 	 	 年少組	 

17	 水	 	 	 年中組	 

18	 木	 オープンスペース	 	 	 

19	 金	 年中組体育遊び	 	 	 

20	 土	 ［１号休み］	 	 	 

21	 日	 	 	 	 	 

22	 月	 避難訓練	 	 	 

23	 火	 年長組お茶会	 年中組	 

24	 水	 乳児組保育参観	 年少組	 

25	 木	 	 	 年長組	 

26	 金	 	 	 	 	 

27	 土	 ［１号休み］	 	 	 

28	 日	 	 	 	 	 

29	 月	 誕生会	 	 	 

30	 火	 年長組お茶会	 年少組	 

	 
	 

	 

	 

 

《７月の主な行事》	 

７日(火)[乳・幼]七夕会	 ８日(水)９日(木)10 日(金)[幼]夏まつり	 ９日(木)園庭開放	 	 13 日(月)誕生会	 	 

14 日(火)避難訓練	 17 日(金)終業式	 21 日(火)[乳]夏まつり	 	 

22 日(水)[年長]サマーデイキャンプ[乳]カレー会	 27 日(月)オープンスペース	 

	 	 


