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桃組保護者の方です。当番表で確認をお願い

します。尚、雨天の場合は翌日となります。
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★教育相談

 心理カウンセラーの河内園子先生による教育相談は

を予定しております。ご希望の方は

ださい。

★感染症（ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ、ﾉﾛｳｨﾙｽ等）

 感染症の流行が心配される時期です。感染症にかからないよう、ご家庭

でも十分にご配慮ください。
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   〇体調に変化がある場合は、早めに医者の診断を受けましょう
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★外で遊びましょう

  寒い日が続きますが、園では、寒さに負けない

丈夫な身体作りのため、外に出て冷たい空気を肌

で感じながら、遊び、マラソン等で身体を動かす

ように心掛けています。寒いからといって室内に

縮こまらず、たくさん外に出て、思い切り身体を

動かし元気に過ごしましょう。厚着をしすぎると

動きにくくなったり、汗が乾きにくく風邪の原因

となったりします。中に着込まず衣服の調整がで

きるようにご配慮ください。
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