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令和２年 ６月発行 

  夏期特別保育のお知らせ   洛西せいか幼稚園   

       

◎ 参加できる子どもさん・・・在園児および小学校６年生までの卒園児 

＜ スケジュール ＞            ※ 通常保育の日は、お歩きの場合 9：30 までに登園、15：00 降園です。 

 主な保育内容 時間 給食メニュー 持ち物・諸費用・備考 

７月１６日（木） サーキットあそび 通常保育 
シュガーバターコッペ（卵不使用）ジュース・ 

ミニゼリー（お皿・コップ） 

              

７月１７日（金） 
工作の日 

～ かざぐるま ～ 
通常保育 

昆布ご飯・牛肉コロッケ・鶏肉のカレー照り焼

き・野菜炒め・ミックスフルーツ（お箸・コップ） 
油性ペン持参 

７月２０日（月） 

西代里山公園に行こう！ 

（少・中・長） 

☂エプロンシアター 

通常保育 ミニ山シュガー・ジュース（お皿・コップ） 
動きやすい服装 

（T シャツ・半ズボン） 

７月２１日（火） ミニ運動会 Part１ 通常保育 
胡麻ご飯・のり塩から揚げ・焼きビーフン・ 

ブロッコリー・りんご（お箸・コップ） 

動きやすい服装 

（T シャツ・半ズボン） 

７月２２日（水） 

向日市天文館にいこう！（中・長） 

プラネタリウム 

～ はなかっぱ宇宙旅行 ～ 

パッチンカード作り（少） 

通常保育 レモンフラワー・ジュース（お皿・コップ）  

7 月２７日（月） 空手体験の日 通常保育 

おかかふりかけご飯・鶏肉の胡麻みそ照り焼き・

エビフライ・キャベツとコーンの炒め物・ 

ミックスフルーツ（お箸・コップ） 

動きやすい服装 

（T シャツ・半ズボン） 

７月２８日（火） しゃぼん玉の日 ☂決行 通常保育 冷やしうどん（お椀・お箸） 材料費    ５０円 

７月２９日（水） スタンプラリー Part１ 通常保育 豆腐丼（お椀・お箸）  

 

７月３０日（木） 
野鳥遊園（中・長）＆ 

ペンダント作り（全員）☂決行 
通常保育 

ご飯・サバの照り焼き・厚焼き玉子・みそ金平・

オレンジ（お箸・コップ） 
ペンダント代 ２００円 

７月３１日（金） 
料理教室 

～ タコ型アメリカンドッグ ～ 
通常保育 

NEG 丸ロール２ヶ・タコ型アメリカンドッグ・

ジュース（お皿・コップ） 
エプロン・マスク・三角巾持参 

８月  ３日（月） 

さすてな京都に行こう！ 

（中・長・小学生） 

風鈴づくり（少） 

通常保育 

１０：００出発 

シュガーバターコッペ（卵不使用）・ジュース 

（お皿・コップ） 

諸経費５０円 

「サステナ京都」の見学は年中組 

以上、先着３０名とします。 

8 月  ４日（火） ミニ運動会 Part２ 通常保育 冷やしかやくうどん（お椀・お箸） 
動きやすい服装 

（T シャツ・半ズボン） 

8 月 ５日（水） 
絵画の日 

 ～ みどりの絵 ～ 
通常保育 おにぎり弁当（お箸・コップ） 小学生…クレパス・絵の具持参 

8 月 ６日（木） ゲーム大会 通常保育 
くるくるバターデニッシュ・ジュース 

（お皿・コップ） 
 

8 月 ７日（金） スライムづくり Part１ 通常保育 キーマカレー（お皿・コップ・スプーン） 材料費   １００円 

8 月１１日（火） 科学の日 通常保育 おにぎり弁当（お箸・コップ）  

8 月１２日（水） 

丹波自然公園に行こう！ 

（少・中・長・小学生） 

☂せいか劇団 

９：３０ ～ １５：３０ 

バ ス 15:00 園出発 

お歩き 15:30 降 園 

焼きそばパン・ジュース（お皿・コップ） 

動きやすい服装 

（T シャツ・半ズボン） 

諸経費１２０円（高速代含む） 

8 月１７日（月） スタンプラリー Part２ 通常保育 おにぎり弁当（お箸・コップ）  

8 月１８日（火） 
工作の日 

～ くびふり貯金箱 ～ 
通常保育 冷やしきつねうどん（お椀・お箸） 

材料費  ３００円 

油性ペン持参 

8 月１９日（水） スライムづくり Part２ 通常保育 おにぎり弁当（お箸・コップ） 材料費   ５０円 

8 月２０日（木） 
工作の日  

～ ジグソーパズル ～ 
通常保育 冷やしかやくうどん（お椀・お箸） 

材料費  ３００円 

油性ペン持参 

8 月２１日（金） 夏祭りごっこ 通常保育 
焼きそば・フランクフルト・ポップコーン・ 

ジュース（お皿・お箸・コップ） 
 



2 

 

 

 
◇ 服 装 私服・運動靴（園外保育にはクロックス・サンダルで登園しないでください。） 

       マスク着用 

 
◇ 持ち物 ・リュックサックに、＜給食の用意・スモック・タオル・汗拭きタオル・上靴・クラス帽子・ 

ウェットティッシュ １枚（ジッパー付き袋に入れてください）＞を入れてください。 

・水筒 

 
◇ 費 用 参加費  1 日  １５００円（給食代・保険代） 

※活動に応じて諸費用をいただきます。 

バス代 １日    １００円（お歩きの方・小学生も利用できます。） 

※通常、バスを利用している園児のバス代は無料です。 

         

 

◎ 申込みについて 

3 ページの申込書は、園提出用、保護者控用の両方に記入の上、代金を添えて提出してください。 

申込期限  バス利用の場合 : ７月 ８日（水）１７時まで 

お 歩 き の 場 合 : ７月１０日（金）１７時まで             ※ 期日・時間厳守 

上記以降の申し込みはお受けできません。 

７月１０日（金）までに変更の場合は返金します。それ以降は、欠席されてもお返しできません。 

 

  

◎ 竹馬について 

卒園児も利用できますが、お迎えのお子さんのみ１８：００まで預かります。（１回２００円） 

   おやつは各自で用意してください。 

 

 

◎ 園外保育について 

こうま組は、７月２０日・２２日・３０日・8 月 3 日・１２日の園外保育には参加できません。 

園内でこうま組の先生が保育します。        

 年少組は、7 月２２日・8 月 3 日の園外保育には参加できません。園内で保育します。 

 

◎ おねがい 

給食のメニューを見ていただき、足りない方は補食のおにぎりを持参してください。 

補食のおにぎりを持って来る場合は、バス乗務の先生か玄関の先生に渡してください。腐敗の心配が 

ありますので、おにぎりには具材を入れずに、塩・のり だけでお願いします。 
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夏期特別保育申込書（保護者控用） 

 

     組（学年）                        園児名・児童名              

◎参加希望日に○を付けてください。        

日付 諸費用  日付 諸費用  日付 諸費用  

７/１６（木）    ７/３０（木） ２００円  8/１２（水） １２０円  

７/１７（金）    ７/３１（金）   8/１７（月）   

７/２０（月）    ８/ ３（月） ５０円  8/１８（火）  ３００円  

７/２１（火）    ８/ ４（火）   8/１９（水）  １００円  

７/２２（水）    ８/ ５（水）   8/２０（木） ３００円  

７/２７（月）    ８/ ６（木）   8/２１（金）        

７/２８（火） ５０円   ８/ ７（木） １００円  
Ｃ．合計   

７/２９（水）    ８/１１（火）   

 

A．参加費    １５００円×   日＝        円       

バス利用   （ する ・ しない ）〇を付けてください。 

バス代    通常、バスを利用している園児     無料 

バス利用をしていない園児・卒園児   １日１００円 

Ｂ．        １００円×   日＝    円   

        

Ａ+Ｂ+Ｃ 

合計      円 

夏期特別保育申込書（園提出用） 

 

     組（学年）                        園児名・児童名              

◎参加希望日に○を付けてください。        

日付 諸費用  日付 諸費用  日付 諸費用  

７/１６（木）   ７/３０（木） ２００円  8/１２（水） １２０円  

７/１７（金）   7/３１（金）   ８/１７（月）   

７/２０（月）   8/ ３（月） ５０円  ８/１８（火） ３００円  

７/２１（火）   8/ ４（火）   8/１９（水）  １００円  

７/２２（水）   8/ ５（水）   8/２０（木） ３００円  

７/２７（月）   8/ ６（木）   ８/２１（金）        

７/２８（火） ５０円  ８/ ７（金） １００円  
Ｃ．合計   

７/２８（水）   ８/１１（火）   

 

Ａ．参加費    １５００円×   日＝        円       

バス利用   （ する ・ しない ）〇を付けてください。 

バス代    通常、バスを利用している園児     無料 

バス利用をしていない園児・卒園児   １日１００円 

Ｂ．        １００円×   日＝    円            

 

 

 

 

 

Ａ+Ｂ+Ｃ 

合計      円 

 


