怪我から身を守るために通年長袖、長ズボン、帽子、天候に合った靴

●ぴっぴの仲間をご紹介します（敬称略）

持ち物





おおくりグループ ７名
くりグループ

９名

まつぼっくりグループ

８名

自分で背負うリュックサックの中
軍手、ビニール袋数枚、
（おむつ）肩から下げられる水筒、小さい敷物(どんぐりさんは年度当初は
不要です）
＊水曜日はこの他に、おにぎり、手拭き用濡れタオル

どんぐりグループ ９名
常勤スタッフ
中澤眞弓 斉土美和子
非常勤スタッフ
本藤聖子 井手祐子

本城慎之介
猿谷瞳

どんな小さなもの、ビニール袋にも記名をお願いいたします。
譲っていただいたものは名前の書き換えを忘れずにしてください。
水曜日のおにぎりの日のデザートはこちらで用意します。
ビニール袋は頻繁に使います。大きいかばんの中のビニール袋は、すぐ取り出せる所に入れてく
ださい。例えば、かばんの持ち手にぶら下げたり、外ポケットに入れて「ビニール袋」と大きく
わかりやすく表記してください。

橋場美穂

新井恵理

坂巻愛子

土屋律子

阿部菜々恵

託児スタッフ（卒園児保護者）
鈴木亜紀、森こずえ

大きいかばんの中
雨具、着替え２～３組、替え靴、長靴、ビニール袋数枚、おむつセット（おしりふき）、その他必要
と思うもの
田んぼ・畑の日
田んぼ・畑は風や紫外線が強く、泥んこで汚れますので、普段の準備に加えて、
「タオル」
「紫外線
対策が施された長袖シャツ」の準備もお願いいたします。
今年度のお誕生日のお祝いについて
 ぴっぴの日に、トーチの火をいただき、ろうそくの火を囲んで「小さな赤ちゃんだったのに」を
歌ってみんなでお祝いします。

監事
弓場法
そしてたくさんのおうちの方々…
おおきなぴっぴ家族として、みんなが自分らしくいられる場所でありますように…。今年度も助け合い、
補い合い、ほっとできるぴっぴの一年になりますように。

●保育の概要
保育時間
(保育日) ぴっぴの日…火、水、金

おおきいくみの日…月、木

(登園時間)9:00～9:15
朝からおでかけの日もありますので登園時間内に来られるように日々の生活の工夫をお願
いいたします。欠席・遅刻等の場合は moripippi@gmail.com にメールでご連絡ください。
(降園時間)
どんぐりグループ…12:30（少しずつ 14 時に移行していきます。）
おおきいくみグループ…14:00
一日の流れ
9:20～ 朝の集まり
9:50～
ぴっぴの日…自由遊び、お散歩、季節のお仕事、えりんこたいそう等
おおきいくみの日…自由遊び、森の時間、アート、制作、お料理、表現活動、体育あそび、
集団あそび、お出かけ、田畑作業等
11:00～ トイレ・手洗い
11:30～ ランチ（火・金曜日がぴっぴランチ、水曜日がおにぎり、月・木曜日はお弁当）
自由遊び
13:35～ 片付け
13:45～ 帰りの集まり（年度当初のどんぐりグループは 12:15）
14:00
さようなら （年度当初のどんぐりグループは 12:30）
服装



おおきいくみでは、まつぼっくりグループ、くり・おおくりグループに分かれてお祝いをします。
おおきいくみの保護者の方には、お祝いする日を事前にお知らせしますので、以下を参考にして
ご家庭で準備して頂き、当日朝までにスタッフにお渡しください。
 まつぼっくりグループ…木のケーキを前に「うまれて今日まで〜」を歌います。ご家庭で『赤
ちゃんのときのお話し、写真』をご準備ください。お話しは、まつぼっくりの子どもたちに
わかるようにお願いします。
 くり・おおくりグループ…みんなで「たんじょうびおめでとう」の歌を楽しみ、ひとり一人
から誕生児に「言葉の花束」をプレゼントします。ご家庭で『お誕生日を迎えたお子さんへ
のお手紙』をご自分のお子さんに向けてご準備ください。

●おおきいくみの方へのお知らせ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

新まつぼっくりさんは週５日になります。疲れも予想されますので、しばらく体調を丁寧に見て
いただけますよう、お願いいたします。
自分の荷物を背負い、しっかり歩くプログラムが増えていきます。毎日の登園に自分で荷物を背
負う習慣、歩く習慣ができるようご配慮をお願いいたします。
なるべく熊鈴をリュックサックにつけてください。
お出かけの交通費やお料理代金などの実費については月の保育料と共にご請求させていただき
ます。
月曜・木曜日はお弁当日です。お弁当箱・お弁当袋などは自分で始末できるよう工夫をお願いい
たします。
4 月からのお弁当は基本的に温めません。

●年間予定

保護者参加の行事等
①保護者会
年間 5 回の保護者会を開催します。9 時半に開始し、12 時頃までの予定です。場所は基本的に軽井
沢フェローシップバイブルキャンプのメインホールです。降園時間までメインホールは使えますの
で、昼食をご持参頂いても大丈夫です。
日程：5/10（水）、7/5（水）、10/25（水）、12/6（水）、2/21（水）
②個人面談

実施時期については、保護者の方からの申し出により調整します。（2018 年 1 月末まで受付可能）

但し、どんぐりさんについては 1 回目の個人面談をすべて 5 月中に実施します。

個人面談は何回でも構いませんが、少なくとも年間 1 回はお申込ください。ご希望がある場合は、ス
タッフに声をかけてください。
③ちいさな茶話会

保護者会とは別に少人数での集いの場を設けます。以下の日程で行います。内容は毎回異なりま
す。希望のところに参加してください。何回参加しても結構です。内容や場所等にぴっぴだより
等で別途お知らせいたします。
申込ＵＲＬ http://moripippi.jp/salon

今年度の年間予定は別紙の通りです。あくまでも現時点での予定であり、変更する可能性もありますので
ご留意ください。
保育に関すること
①えりんこたいそう
今年度も体操の時間を月に数回予定しています。バイブルメインホールで行いますので、動きやすく体操しや
すい服装で、裸足になりやすいようにお願いいたします。どんぐりさんは、ぴっぴに安心感を持てるようになったら

開始します。
②アートの日
おおおきいくみでは、今年度も小林郁絵さんを講師に、色を作り出すこと、描くことを楽しみます。
下記の物を用意してアートの日に子どもたちに持たせてください。
(ア) 少し大きめの空きビン×１ （筆を洗います）
(イ) 小さめの空きビン×３ （３色の絵の具を入れます）
(ウ) ハンドタオルくらいの大きさの布
(筆を拭きます）
(エ) （ア）〜（ウ）を入れる出し入れしやすい袋（紙袋、ビニール袋は風に飛ばされますので不適
です。）
＊ 全てに記名をお願いいたします。
＊ 子どもたちが簡単に洗って持ち帰ります。
③避難訓練
地震、火事、土砂災害、融雪型火山泥流、熊等を想定して、今年度も月一回をベースに避難訓練を
実施します。避難引取訓練も行います。
④健康診断（内科、眼科、歯科）
純クリニック院長根津純子先生による内科健診を年間 2 回実施します。日程は後日お知らせいたし
ます。眼科及び歯科健診も予定しています。
⑤身長・体重計測
身長・体重計測は毎月行います。計測表は確認後サインしてお戻しください。

5/16（火）担当：本城
11/1（水）担当：土屋


6/21（水）担当：橋場
1/17（水）担当：中澤

9/12（火）担当：斉土
2/6（火）担当：坂巻

どんぐりさんの保護者の方のみを対象にした茶話会は 4/26(火)に開催しますが、上の日程でも
希望のところに参加して頂けます。

④継続説明会
次年度のぴっぴ継続を希望される方は、全員必ずご出席ください。
⑤田植え、稲刈り、収穫感謝の集い
田植え、稲刈り、収穫感謝の集いは、ご家族の皆さんと一緒に田んぼに出かけて作業をしたり、ぴ
っぴの森でお餅つきをしたりします。天候や生育状況によって日程を決め、その都度ご連絡いた
します。
⑥お泊り会

ご家族と一緒のお泊り会です。6 月 16 日午後集合～17 日午前解散です。

ぴっぴの森やバイブルキャンプでお泊りをします。詳細は別途ご連絡いたします。
⑦森づくり
ぴっぴの森の環境整備をご家族の皆さんに協力して頂き行います。作業内容や道具等については、
その都度ご連絡いたしますが、毎回作業できる服装でご参加ください。参加できる場合は、事前に
スタッフにご連絡ください。
日程：4/23（日）、5/14（日）、6/25（日）、7/9（日）、8/27（日）、9/10（日）、10/1（日）
地域連携の行事
①くるみの日
今年度もぴっぴ入園前の 0・1 歳児の親子、妊娠中の方を対象にした「くるみの日」を開催いたします。
ぴっぴの森で絵本・わらべ歌、森の時間などのプログラムをします。皆さまの周りの方にお声をかけて
いただけるとありがたいです。日程など詳しいことはホームページに掲載してあります。
②ぴっぴの森開放日
2 歳児〜5 歳児の子どもと保護者の方を対象とし、ぴっぴの一日を体験していただける「ぴっぴの森開放日」を開催い
たします。ぴっぴの子どもたちとたっぷり遊びます。こちらも日程など詳しいことをホームページに掲載
していますので、お知り合いの方にお知らせください。

●その他
①

黒板について
急なご連絡などは黒板でお知らせいたします。毎日、黒板のチェックをお願いいたします。

②

命を守る子どもの安心カードの提出
救急時における救急車等の搬送の際に、子ども達の安全を守るために救急隊員に情報提供を行う「命
を守る子どもの安心カード」のご提出をお願いいたします。どんぐりグループの方は、記入例を参考
にして記入し、個人情報外部提供同意書と共に提出してください。おおきいくみの方は、昨年度記入
したものに変更がある場合は、赤ペンで訂正し提出してください。いずれも締切は、4/12(水)といた
します。

モンベル商品購入について
ライジングフィールド軽井沢様のご好意により、3 割引きで商品を購入することが出来ます。カタログ
と注文書を黒板前に出しておきますので、ご購入希望の方は注文書に記入の上ライジングフィールド軽
井沢様宛にファックスを送信してください。ファックスが届きますとご連絡が来ます。在庫確認やその
他の質問はライジングフィールド軽井沢の「森こずえ様」にご連絡ください。また手数料、送料はご負
担いただきますことをご了承ください。4/21(金)申込締め切りとします。

●4 月の予定
4/17(月)
4/23(日)
4/24(月)
4/25(火)
4/26(水)
5/1(月)

田んぼ
森づくり（内容：カーゴネット取り付け、森の整備等。持ち物：水筒、軍手。）
アートの日
えりんこたいそう
どんぐり保護者の皆さんの茶話会 9 時半～12 時頃までメインホールにて
田んぼ

お天気によっては予定を変更する場合があります。

③

④

じねんやさん登録費用について
2017 年 4 月〜2018 年 3 月までの分 500 円を 4 月納入袋でご請求いたしました。

⑤

建材とビニール袋をよろしくお願いいたします
今年度も半ドラの焚き火で建材を使用します。引き続きいただける建材がありましたらお知らせくださ
い。またスーパー袋も 1 年を通していつでも不足気味ですので、よろしくお願いいたします。

⑥

取材等のプライバシー保護について
保育中の子ども達の様子を写真に撮り、ぴっぴのホームページに掲載することがあります。また今年
度も色々なメディアから取材の依頼があります。映像や写真、またホームページなどに「顔が写って
いるものを使用されるのは困る」という方はお知らせください。

⑦

田んぼの場所は以下の地図を参考にしてください。

●時間外託児「ぽっけ」のお知らせ
昨年度 9 月より試験的にスタートした時間外託児「ぽっけ」は、様々なご意見をいただき、スタッフで
話し合った結果、本年度 4 月より以下のような形態で始めていきます。今後もお気づきのこと、ご不明な
点などありましたら、お問い合わせください。
時間）14 時～16 時
場所）ぴっぴハウス
料金）1 名のみの利用の場合…2,510 円/回
2 名以上の利用の場合…1,500 円/回
＊料金におやつ代が含まれます。
＊兄弟割引があります。2 人目から 1,100 円/回となります。
＊10 月～4 月は暖房費として 50 円/回・人が追加されます。
＊当日キャンセルはキャンセル料 1,000 円が発生いたします。
定員）5 名
利用について）
1. ぴっぴの森での保育日のみ実施いたします。
2. 事前予約制です。ただし、緊急時の利用についてはご相談ください。
3. ぴっぴだよりに翌月の実施日を記載します。2 日前までに https://moripippi.jp/pokke
してください。
4. 行事日程変更などにより実施できない場合は、予約している方にご連絡いたします。
5. 保育中の事故等と同様に保険が適用されます。
6. 利用料は納入袋にてお伝えし、保育料と一緒に自動振替にて徴収させていただきます。
7. どんぐりさんは降園が 14 時になってからご利用ください。
4 月 11 日～5 月 2 日のぽっけ実施日
4 月 12(水)、13(木)、14(金)、19(水)、20(木)、21(金)、24(月)、26(水)、27(木)、28(金)

から予約

