園のたより１０月号
♪ひとつふたつ

敬愛きたの保育園
www.keiaigakuen.com
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9.

２８

●１０月の予定●

みつよついつつ

さいた さいた きくのはな
２

土

４

月

５

火

７

木

秋の遠足（２歳児）

朝晩の気温の差も激しく体調を崩しやすい時期

８

金

あつまれ！げんきっ子

でもあります。風邪などひかれませんようお気を

１２

火

秋の遠足（４歳児）

つけください。

１３

水

ポップコーンパーティー

１４

木

秋の遠足（３歳児）

●第２回定期健康診断（内科）●

１９

火

秋の遠足（５歳児）

次のとおり第２回定期健康診断を行いま

２０

水

避難訓練・引き渡し訓練

２２

金

Let’s もぐもぐ探検隊！（偏食指導）
敬愛ドリームタイム（ドリーム組）

２７

水

秋の遠足（０・１歳児）

２８

木

敬愛レインボータイム（レインボー組）

あかしろきいろ きれいにさいた♪
朝夕の風に秋の気配が感じられるようになり、
一年中で一番さわやかな季節になりました。
「芸術
の秋」
「スポーツの秋」
「食欲の秋」と、お子さま
と共にこの季節を満喫してまいります。

す。この日はできるだけ欠席をされないよ
うお願いいたします。
＊日 時･･･１０月５日（火）１３：００～
＊担当医･･･北野小児科 畑岸 達也先生
＊結 果･･･健診の結果は、書面にてお知
らせいたします。

ハッピープレイデイ（リモート）
身体測定（０・１・２歳児）
視力検査（５歳児）
身体測定（３・４・５歳児）
視力検査（４歳児）
定期健康診断（全園児）

＊遠足や敬愛○○タイム（保護者参加行事）の詳細は
後日クラスよりお知らせします。

＊その他･･･衣類は着脱のしやすいものに
していただき、全てにお名前
を明記してください。

●あつまれ！げんきっ子●
「目について」
１０月１０日（日）は「目の愛護デー」です。
目を大切にするにはどうすればよいかなど、パ

●健康票の内容更新のお願い●
保育園では、お子さまの健康管理に万全

ネルシアターを通して、皆さんで考えてまいりま
す。各クラスで行います。

を期すため、健康票の内容について半年に
一度、内容を更新していただいております。

●ご意見 BOX について●

今回は、１０月８日（金）に封筒に入れ

エントランスの棚に「ご意見

てお返しいたします。記入内容をご覧いた
だき、追加や訂正する事柄がありましたら
お書きください。提出期日は

BOX」を設置しております。
私たち福祉サービス提供者

１０月１１

は、常にサービスについて利用

日（月）までとなりますので、何卒よろし

される皆様からのご意見・ご要

くお願いいたします。

望・苦情の解決に努めておりま
す。どうぞお気軽にお申し出
（ご相談）ください。

●Let’s もぐもぐ探検隊！●
「なんでも食べよう！」
敬愛学園オリジナル指導教材、大型絵本
『キラキラかがやくシンデレラと王子様の
ひ・み・つ』を使って、
「なんでも食べよ
う！」をテーマに、各クラスにて食育指導を
行います。
【内容】シンデレラはなんでも食べるかわい
い女の子。でも、お姉さん達はジュースやチ
ョコレートやお肉・・・と好きなものばかり
食べています。ある時、お姉さんたちとシン
デレラがお城の舞踊会に招待されまし
た･･･。さて続きはどうなるのでしょうか？

●苦情解決システム●
敬愛学園は、常に、サービスについて利用される
皆さまからの苦情の解決に努めております。どうぞ
お気軽にお申し出（ご相談）ください。
◎苦情受付担当者･･･副園長

正田謡子

◎苦情解決責任者･･･園長

山田寿恵

◎第三者委員
加藤

康紀

昭和 22 年 12 月 11 日生

現職：府中市学校評価委員・八王子市立散田小学校運営協議会委
員長・新宿区立特別支援教室（まなびの教室）スーパーバイザー
元 東京都公立小学校校長・幼稚園園長
元 大学・大学院准教授

大塚

文雄

昭和 24 年８月４日生

●実習生が入ります●
未来の保育士養成のため、実習を受け入れ

℡042-663-6410

℡042-651-7381

現職：㈲リッコーホーム社長
元 八王子市立学童保育所指導員

ています。受け入れにあたっては、事前にオ
リエンテーションを行い、個人情報に配慮し
ながら保育にあたるよう指導してまいりま
す。また、実習生には、職員同様に毎日の健
康観察、検温、マスクの着用、手指の消毒等
の新型コロナウイルス感染症予防の徹底をお
願いしております。どうぞご理解とご協力の
程よろしくお願いいたします。
東京家政学院大学より保育実習生 1 名
１０月１８日（月）～１０月３０日（土）

今年度のその他の行事につきましては、コロ
ナ感染状況や国・都・市・関係機関等の通知や
動きによっては、実施内容等の変更・延期また
は中止する場合もありうることをご承知おき
ください。変更等につきましてはその都度お知
らせしてまいります。

●Airdog 設置しました●
感染症対策のために、ウィルスよりも微細な粒
子を除去できる世界最強レベル空気清浄機“Air
dog”を２台設置いたしました。感染対策は時間
が勝負です。より短時間で室内の空気を洗浄する
ことが重要です。以前よりクリスタルイオンや空
気清浄機等を各部屋に完備しておりましたが、
Air dog を設置することにより、さらに空気洗浄
にかかる時間を短縮することができます。新たに
購入した二酸化炭素測定器で換気状況をチェック
しながら、今後も感染対策に努めてまいります。

●引き渡し訓練について●
保育園では、お子さまの生命の安全を第一に
考えて、地震や火災を想定した避難訓練を毎月

●緊急時・災害等の
対応について●

行っています。そして、万一実際に災害が発生し

保育園でお子さまをお預かりしている時間

た場合には、お子さまをお迎えにいらしていた

内に、火災・地震・水害等の災害があった場

だき、保護者のお手元にお返しすることが必要

合、もしくは災害の恐れのある場合には、お

になります。緊急の際にお子さまの引き渡しを

子さまの安全に万全を期して、園では次のよ

確実に行うために「引き渡し訓練」を行います。
趣旨をご理解の上、よろしくお願いいたします。
●日 時・・・１０月２０日（水）
※皆様の通常通りのお迎え時間で行います。

うに対応いたします。「入園のしおり」「進級
のしおり」でも明記いたしましたが、再度お
知らせいたします。

●引き渡し場所・・・エントランス

【保育園・近隣の火災】

●内 容

（第一次避難場所）由井第一小学校

〈避難訓練〉

（第二次避難場所）敬愛フレンド保育園

★15：45 に大地震が発生したという想定で行
います。

【大規模地震発生もしくは大規模地震警戒

★お子さまは保育者の誘導で机の下、もしくは
安全な場所に移動し、ビルの２階フロアへ避
難します。その後園に戻り、担任の話を聞いて
終了となります。

警報の発令時】
（一時避難場所）きたのタウンビル
（広域避難場所）浅川河川敷

〈引き渡し訓練〉
★お迎えにいらした方は、担任または担当保育
者に次のことをお伝えください。
①お子さまのクラス名とお名前
②ご自分のお名前とお子さまとのご関係
（母・祖母など）
★担当保育者は、予め保護者の方から提出いた

◆地震の時のお約束◆
「あつまって」
あ・・・あわてて そとに とびださない
つ・・・つくえの したに もぐりましょう

だいております「緊急連絡先並びに災害時お

ま・・・まどから はなれて まんなかへ

迎えに来られる方一覧」を確認した上で、お子

て・・・てで あたまを まもりましょう

さまを引き渡しいたします。

●１１月の予定●
１

月

身体測定（０・１・２歳児）

２

火

身体測定（３・４・５歳児）

５

金

みなみ野敬愛保育園への山遊び（３歳児）

８

月

あつまれ！げんきっ子

１０

水

Let’s もぐもぐ探検隊！

◆火災の時のお約束◆
「おかしもちけ」
お・・・おさない
か・・・かけない
し・・・しゃべらない
も・・・もどらない
ち・・・ちかよらない
け・・・けむりをすわない

みなみ野敬愛保育園へ野山遊び

1６

火

１７

水

防犯訓練

１９

金

敬愛ホープタイム（ホープ組）

２５

木

総合避難訓練・消火訓練・消防車見学

2６

金

きたのちゃんこ鍋パーティー

（４・５歳児）

●個人面談●
【0 歳児】11/1（月）～11/8（月）
【1 歳児】11/9（火）～11/15（月）

