
 

  

 

 

 

 

 

                        平成２７年４月１７日（金）第１号 

入園式から、早１週間。園では、泣き声も少なくなり（というか、ほとんど無い）。きょろきょろ

色んな所をのぞいたり、目が合うと恥ずかしそうににっこり笑ったり、新学期ならではの初々しい

雰囲気が漂っています。たった４,５日で新しい環境に適応しようとしている子どもたちって、す

ごいです。入園式では、時間の都合で、色々厳しいことばかり申し上げましたが、それをしっかり

聴いてくださった保護者の皆様、ありがとうございました。子どもたちのこの姿も、ご家庭で心を

鬼にして（？）幼稚園に送り出してくださった賜ですね（笑）。この１週間、新入園児さんはもち

ろん、進級児さんも環境の変化で疲れていると思います。土日でゆっくり休んで、また月曜日、元

気なお顔を見せてくださいね！ 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このおたよりは、園長信行が気分によって発行

させていただいています。したがって、発行日

は決まっていませんが、園からのお願いや「な

ぜ？」「なに？」のお答え等、タイムリーにお

伝えしていきたいと思っています。どうぞよろ

しくお願いいたします。文責 信行甲子 

 

文責 信行甲子 

≪絵本の読み聞かせはされていますか？≫ 

絵本は心の安定剤。何だか落ち着かないな～、と思

ったら騙されたと思って、１週間、寝る前にじっく

り読んであげてみてください。すっと心が落ち着き、

穏やかになります。読んでもらう方も、読んであげ

る方も癒されます。おススメですよ。できれば毎日！ 

 

入園して慣れてくると、「お友だちできた？」 

「先生は優しい？」「給食食べてる？」などなど

子どもたちは、質問ぜめにあってませんか？ 

聞きたい気持ちはごもっとも。でも、うまく答え

られなかったからと、「お友だちがおらんみたい」 

「先生が怖いんやない？」など親御さんの方が心

配しすぎると、お子さんまで不安な気持ちになり

ます。慣れ方や楽しみ方は、月齢や性格で一人ひ

とり違います。また、子どもなりに家庭とは違う

事は解っているので、園ではかなり頑張っていま

す。ニコニコで帰って来て、次の日嫌がらずに登

園するのであれば、まず大丈夫です。心配な方は、

遠慮なくご相談下さい。学年にかかわらず、ゆっ

くり見守っていただくとありがたいです。 

≪幼稚園メールの登録について≫ 

昨日、２回目のテストメールを送っていま

す。新入園児さんで、まだ登録されてい

ない方は、大至急！登録をお願いしま

す。進級児さんで、昨年度中にアドレス

変更等あった方は、再登録が必要で

す。やり方がわからない方は、遠慮なく

お問い合わせください。早く全員届くよ

う、ご協力お願いいたします。 

≪園内でのケガについて≫ 

外あそびが始まると、転んだり、

お友だちとぶつかったり、園では

１日に何十人もの子どもたちが

小さなケガをします。ほとんどは

きれいにして薬をつければ大丈

夫なものです。申し訳ありません

が、特別な場合を除いて、全部を

電話などで連絡することはでき

ませんので、何卒ご理解いただき

たいと思います。逆に、ケガをし

ても言えない子もいます。そのま

ま帰すという心配な事にならな

いよう、しっかり気を付けていま

すが、もし気になる事があった

ら、すぐにお知らせください。す

ぐに対処させていただきます。 



 

  

 

 

 

 

 

平成２７年５月２７日（水）第２号 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このおたよりは、園長信行が気分によって発行

させていただいています。したがって、発行日

は決まっていませんが、園からのお願いや「な

ぜ？」「なに？」のお答え等、タイムリーにお

伝えしていきたいと思っています。どうぞよろ

しくお願いいたします。文責 信行甲子 

 

文責 信行甲子 

あきらちゃん＆コロッケちゃん 

コンサート近づく！！ 

いよいよ近づいてきました！！ 

あきらちゃんとコロッケちゃんに会える日が！ 

昨年、親子コンサートは初めての試みでした。 

平面の会場で、客席で歌ったり踊ったりもするもので、園児が前（床に座る）保護者が

後ろ（椅子）です。という話を聞かれたからか、もう昨年参加したからいいや・・と思

われたのか、今年は保護者の参加が少ないようです。 

いいんですか～？席が空いてたら、卒園生のママたちを招待しちゃいますよ～～（行き

た～いって希望者はいっぱい！） 

何回観ても聴いてもおもしろい！楽しい！元気になる！そんなコンサートです。一緒に

座ってても、親子でお話する暇はありません。でも、帰りはどちらもニコニコ(*^_^*)途

中でお互いの顔色を気にせずに、それぞれ思いっきり楽しんでいただけます・・・って、

いっても、わかってもらえるかなぁ。とにかく、同じ時間を共有できて、それぞれの立

場でどっぷり楽しんでもらえたら、と思います。子どもチームは子どもばっかりだから

こそ、すぐ入り込んでノリノリに！ママたちも我が子のビデオばっかり撮らないで、リ

ズムに乗って楽しみましょう！！（あきらちゃんは、ママたちへのステキなメッセージ

をあちこちにちりばめてくれます。お聞き逃しの無いように・・・！） 

５月２９日（金） 

保護者総会の後の話の中で、絵本の読み聞かせについて、ち

ょっとだけお話しました。「子どもに落ち着きがない」「言葉が遅

いような気がする」「子どもをつい怒りすぎてしまう」などお悩み

の方、特効薬とまではいきませんが、毎晩の読み聞かせは、親

子どちらにも精神安定剤のような働きがあると、私は信じてい

ます。詳しく知りたい方は遠慮なく声をかけてくださいね。 

緑が美しい良い季節になりました。真夏

日が続いていますが、やはり本当の夏と

は違います。木陰に行くと、さわやかな風

が・・・。熱中症にもそろそろ気を付けなけ

ればいけませんが、親子でお散歩されて

はいかがでしょう？車から建物へのパタ

ーンが多いな、と思われたら、生活体験

としての道路の歩き方を教えながら季節

を楽しんでみては？一石二鳥ですよ～！ 



笑顔バスが生まれかわったよ！！≫ 

２０１１年６月に被災地のお役に立つべく、仙台

へ旅立った前のなかよし号。笑顔バスとして、子

どものためのイベントの出演者などを乗せて、 

福島、宮城、岩手の子どもたちを訪問していま

す。昨日からは石巻市にいますよ。５月にペイン

トしなおしていただいたのは、何と絵本作家の「荒

井良二さん」と「あべ弘士」さんのお二人。まる

で、「走る絵本」になりました。詳しくはＨＰで！！ 

 

  

 

 

 

 

 

平成２７年６月９日（火）第３号 

６月になり、子どもたちもだいぶ落ち着いてきま

した。みんな、１日の流れがだいたいわかってき

た様です。これが終わったら次はこれ・・・予測

できると、行動の流れがスムーズになります。ご

家庭でも、次はあれ、次はこれ、と指示ばかりで

なく、お子さんに考えさせることも大切です。特

に年長さんは、１年後には時間割や持っていくも

のなど、すべて自分でやらなければなりません。

今から、月曜日の通園バッグの中身のチェックや、

木曜日に遊び着を必ず持っていく、など、お子さ

ま自身にさせてみてはいかがでしょう。きちんと教えてあげれば、きっとできると思いますよ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このおたよりは、園長信行が気分によって発行

させていただいています。したがって、発行日

は決まっていませんが、園からのお願いや「な

ぜ？」「なに？」のお答え等、タイムリーにお

伝えしていきたいと思っています。どうぞよろ

しくお願いいたします。文責 信行甲子 

 

文責 信行甲子 

オマチマン＆ツマチマンと遊ぼう！！ 

７月９日（木）にオマチマン夫妻がやってきます。ま

たまた楽しい「あそびうたコンサート」です。この前

来てくれた、あきらちゃんと一緒にＣＤ制作などして

るお仲間です。この日は年少さんの試食会ですので、

年少さんは親子で、年中・年長さんは、時間帯を変え

て、園児だけで参加ます。親子コンサートにはぽっぽ

くらぶさんもご招待しますよ～。詳しくはまた、近く

なりましたらお知らせします。お楽しみに！！ 

ＣＤ→「はい！タッチ」「はい！タッチ 2」など。 

北海道の旭山動物園の飼育員だったあべ弘士さん。 

あべさんの絵本には、動物と深く関わった経験をもとに、

個性豊かな動物たちが愛情たっぷりに描かれています。

あの有名な「あらしのよるに」の絵を描かれました。 

はりねずみのプルプルのお話も有名です。個性的な色使

いや描写に子どもたちも引き込まれることでしょう。 

もうすぐ、プールが始まります。プ

ールのお手紙にも書いてあります

が、「水いぼ」ってご存知ですか？

皮膚や粘膜の感染症で、白い水

泡のようなものです。痛みやかゆ

みはあまり無いのですが、触れる

と人にうつります。お友だちにうつ

さないよう、心当たりがあれば、

必ず病院に行ってください。プー

ルに入れるかどうかは、お医者さ

んの判断でお願いしたいところで

す耳や鼻も治療しておきましょ

う！！ 

http://www.amazon.co.jp/%E5%A4%A7%E5%9E%8B%E7%89%88-%E3%81%82%E3%82%89%E3%81%97%E3%81%AE%E3%82%88%E3%82%8B%E3%81%AB%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA-%E3%81%82%E3%82%89%E3%81%97%E3%81%AE%E3%82%88%E3%82%8B%E3%81%AB-%E3%81%8D%E3%82%80%E3%82%89-%E3%82%86%E3%81%86%E3%81%84%E3%81%A1/dp/4062102935/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1433726558&sr=8-2&keywords=%E3%81%82%E3%82%89%E3%81%97%E3%81%AE%E3%82%88%E3%82%8B%E3%81%AB+%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA


 

 

 

 

 

≪夕涼み会特別賞キッズスマイルＱＵＯカード≫ 

１枚につき、５０円が笑顔バスの運行費用に充て

られます。元々は遠賀中央幼稚園のおともだちを

乗せて遠賀町を走っていたバスです。ご縁がつな

がって、今は被災地の子どもたちのために頑張っ

ています。こうなったら応援するしかないよね！ 

キッズスマイルＱＵＯカード

は、幼稚園でも販売していま

す。１枚５８０円です。ご協

力いただける方はご連絡くだ

さい。 

 

  

 

 

 

 

 

平成２７年７月７日（火）第４号 

土曜日の夕涼み会、いかがでしたか？ 

急に雨の日バージョン２部制になり、あたふた

された方も多かったと思いますが、人間の力で

どうにもならないのが、お天気。それでもちゃ

んと皆さんが参加してくださって、行事ができ

る、このありがたさ！本当に保護者の皆様に支

えられていることを改めて感じました。 

役員さんはドキドキだったと思いますが、 

早い時期から手分けをして、細やかに準備して

下さった夜店は、皆さんに楽しんでいただけて、

大成功でした。子どもたちはお家の方と一緒で、

とっても楽しそうでしたね。会場設営や駐車場、

花火もお父さんパワー炸裂でした。旧会長さん、役員さんにもたく

さんお手伝いいただきました。皆々様に心より感謝いたします。子

どもたちも夕涼み会の話で盛り上がった月曜日でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このおたよりは、園長信行が気分によって発行

させていただいています。したがって、発行日

は決まっていませんが、園からのお願いや「な

ぜ？」「なに？」のお答え等、タイムリーにお

伝えしていきたいと思っています。どうぞよろ

しくお願いいたします。文責 信行甲子 

 

文責 信行甲子 

オマチマン＆ツマチマンと遊ぼう！！ 

７月９日（木）にオマチマン夫妻がやってきます。 

５月にあきらちゃんたちのコンサートがあったばか

りですが、楽しいことは何度あっても良いので、たま

たま近くに来ているオマチマンをつかまえてしまい

ました。９：５０からは年長・年中さん（子どもだけ） 

１１：００からはぽっぽくらぶさん・ひよこ組さん・

年少さんです（親子で）。 

ぽっぽくらぶさんとひよこ組さんは１０：４０から 

テラスで受付します。 

年少さんは、同じ時間に各クラスの前で受付を済ませ

てください。講堂が空き次第ご案内します。 

北海道からやってきた 

年少さんは、コンサートの後、 

給食試食会がありますので、クラスの方に

移動をお願いします。 

遠賀町立図書館から絵本コーナーの

取材を受けました。８月に出る 

「ウッディ―ニュース」に載せていた

だけると思います。取材に来られたお

二人とも、卒園児のお母さんでした。

久々の再開に感激！！ 



≪笑顔バスに会ってきました！≫ 

２回目のペイントを終えた笑顔バスにやっと会う

事ができました！仙台には、先生たちが毎年交

代で研修のため、伺っています。子どもたちの笑

顔に会いに福島・宮城・岩手の３県をぐるぐる回

ってる笑顔バスなので、走ってると、道行く子ども

たちが、にこにこで手を振ってくれたり、おじぎし

てくれたり・・・。感謝感激の旅でした。詳しくはブ

ログにて。笑顔バスのブログにも載せていただい

ています。私たちも、いつも子 

どもたちが笑顔でいられるよ 

うに頑張ろう！と決意を新た 

にしました。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

平成２７年９月９日（水）第５号 

 長かった夏休み、いかがお過ごしでしたか？ 

毎日のお昼ごはん、どうしよう？どこに連れて

行こう？などなど、色々大変だった事とお察し

いたします。振り返れば、３人の子どもたちを

連れて映画に行ったり、プールに行ったり。 

夏のお寺の忙しい時間を縫うように、バタバタ

とあちこち連れて行ったなあ・・と懐かしく思

い出されます。今は、向こうから「忙しいから

～」「めんどくさーい」と断られちゃいますから

ね。ふと、眠そうにしているひよこさんや年少

さんを時々見かけますが、大きい子たちは、お

おむね元気！生き生きと嬉しそうに、幼稚園が

始まった事を楽しんでくれている様です。 

そろそろ、運動会の練習が始まります。本番は１０月１２日（祝）です。本番の出来栄えはもちろ

ん大事ですが、もっと大事なのはそこまでの過程。頑張ろうとする力、お友だちと協力する事の大

切さ、我慢する力等、色んな事を学びます。子どもたちって本当にすごい！と毎年思います。 

どうぞ皆さん、お子さまたちがどのように成長するか、楽しみにされてください。そして、見守り

と応援をよろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このおたよりは、園長信行が気分によって発行

させていただいています。したがって、発行日

は決まっていませんが、園からのお願いや「な

ぜ？」「なに？」のお答え等、タイムリーにお

伝えしていきたいと思っています。どうぞよろ

しくお願いいたします。文責 信行甲子 

 

文責 信行甲子 

除草作業にご協力 

ありがとうございました！ 

９月 3 日（木）の除草作業には、平日にも

かかわらず、また日にちの変更にもかかわ

らず、たくさんの保護者の皆様にご協力い

ただき、心より感謝しています。 

園庭の石ころ拾いから、畑や園庭、園舎の

裏側まで、すっきりときれいにしていただ

きました。これで、気持ち良く運動会を迎

えられますし、安心して遊ぶことができま

す。本当にありがとうございました。 

≪運動会の開催日の決定について≫ 

今年の運動会、何で３連休の最後の日になっちゃっ

たんだろう？と不思議に思われている方も多いと思い

ます。本来ならば１０月４日（日）の予定でした。毎

年、小学校と日程の調整をするのですが、小学校が

９月２７日（日）その翌週が幼稚園のつもりでした。（毎

年、前後を交替しています）しかし、ネックになったの

が「シルバーウイーク」この５日間練習ができない事

は、小学校にとっても園にとっても、痛手です。そこで

１週間後ろにスライドとなりました。では何故１０月９or

１０日でなかったのか？それは、元々体操教室の鈴

木先生に他の幼稚園の運動会が入っていたためで

す。せっかく体操教室で練習してきたバルーンや組体

操を鈴木先生不在ではできませんので、やむなく１２

日の開催となった次第です。来年度はもっと早めに小

学校との協議ができるよう、町にお願いしたいと思っ

ています。３連休ご予定のあった方はごめんなさい。

今年はこれでご容赦ください。 



≪保護者会バザーもうすぐ！！≫ 

運動会が終わったばかりですが、１０月３１日（土）は、保護者会バザーです。 

もう、役員さんは着々と準備を進めてくださっています。開園して４８年、ずっと続いている伝統行事

で、地域の方も楽しみにしてくださっています。 

ほとんどが保護者会のブースですが、講堂玄関前のテントでは、毎年、園長主催（というか、勝手にや

ってる）の物産展を行っています。もとはと言えば、東日本大震災の応援のために、現地の被災された

商店さんから直接仕入れたものをご紹介していたのですが、その後、北部豪雨災害で八女地区の応援

をし・・・。しかしそれらの商品が人気で毎年リピーターが多いので・・・、今年もやります！！宮城県から

は「おつまみ昆布」や「マコモダケ」八女地区からは、「仁田原さんのオリエンタルユリと里芋」「大ちゃん

のみかん」など。 

そして、今年は新たに近隣の福祉作業所のブースも出ます。美味しいかりんとうなどのスイーツ、手づく

り石鹸等色々ありますので、こちらにも是非お立ち寄りください。 

こちらは、前売り券ではなく、現金販売となります。品目が揃ったら、また、お知らせしますね。 

お楽しみに～～！！ 

 

 

  

 

 

 

 

 

平成２７年１０月１５日（木）第６号  ≪運動会のお礼≫ 

運動会が終わりました。今年は今までで一番遅い時期の運動会だったので、待ち遠しかったですね。 

子どもたちに関しては、もう何も言う事はありません。ご家庭では、「運動会の練習、きついんじ

ゃないかな？」「運動苦手だけど大丈夫かな？」など、ご心配もあったかと思います。でも、見事

にやり遂げましたね。というか、２学期になって、練習が毎日の幼稚園生活の一部になり、当たり

前のように並び、走り、踊っていました。正直きつい時もあったかもしれませんが、先生たちは子

どもたちを励まし、褒め、友だち同士でも協力しあううちに、楽しんで頑張れるようになったので

はないでしょうか。お互いの信頼関係があったからこそですね。 

毎年、運動会が終わると、どの学年もぐっと成長します。体力もつき、気力も充実してきます。運

動会って本当に大事な行事なのです。 

最後になりましたが、こんなに大切に頑張ってきた運動会が無事に終えられましたのも、保護者会

はじめ、各ご家庭の協力があったからこそです。少し気温は低かったですが、お天気も味方してく

れました。感動をいっぱいくれた子どもたちに心から感謝します。これからの子どもたちの成長を 
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文責 信行甲子 

≪ちょっとだけ困った話≫ 

今年の運動会、大成功で終わりましたが、ちょっとだけ困った話。途中、放送もしましたが、お隣の敷地に入りたばこ

のポイ捨て。前日は席取りのために並ばれている方の中で、お子さんと車があわや接触！という危ない場面があっ

たそうです。もし、本当に事故が起こっていたら、運動会は中止していたことでしょう。前日に並んでいただくことは、

幼稚園がお勧めしている事ではありませんが、現実にこれだけの方が並ばれていることを目の前にして、幼稚園も

何らかの対策をたてなければいけません。またまた、色々ご協力をお願いすることになると思います。 



≪保護者会バザーもうすぐ！！≫ 

１０月３１日（土）は、保護者会バザーです。園舎全部を使って、楽しい販売やゲームコーナーがあります。 

毎年好評の東北・八女物産展も開催します。 

すべて現金販売です。お気軽にお立ち寄りください。                                  

【宮城県から】   

内藤ファームのマコモダケ（山元町） ３００円 

おつまみ昆布（閖上朝市） ４００円  

あぶりいわし（閖上さいかい市場） ４００円 【なおみの会】さん 

ずんだかりんとう・ねぎみそかりんと

う・コーヒーかりんとう 

（南三陸さんさん商店街） 

３８０円 米粉クッキー １００円 

パウンドケーキ １２０円 

おからかりんとう １２０円  その他手芸品等 

【ＪＡ八女 道の駅たちばな】 【みどり園】さん 

仁田原さんのオリエンタルユリ ３５０円 はちみつ石鹸 ５００円 

仁田原さんの里芋 ３００円 だし昆布 １０００円 

大ちゃんのみかん ３００円 煮昆布 ５００円 

レインボーキウイ ３５０円 石鹸 １００円 その他手芸品等 

 【セルプちくほ】さん 

かりんとうセット ６００円（単品１３０円） 

干たけのこ ３６０円 

切干大根 ２２０円 

味噌（900ｇ） ６５０円 

焼肉のたれ ４２０円 その他手芸品等 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

平成２７年１０月２９日（木）第７号   

あっという間にもうすぐ１１月。秋も深まり、朝夕はもう寒いくらいですね。 

さて、幼稚園では、一昨日「お芋ほり」がありました。私にとって、もう軽いトラウマになりつつ

あるお天気。またまたこの日だけ、ピンポイントで雨の予報。いったい何の修行なんだ～～！ 

翌日はお日さまマーク出てるし、子どもたちもお天気の方が楽しいよね～、と半分あきらめていた

その時、役員さんから「やりましょう！できますよ！！」と心強い一言が。お仕事お休みして下さ

ったり、ご家庭の忙しい事やりくりして、お手伝いに駆けつけてくださっているお母様方。そうだ！

やろう！きっと、大丈夫！！・・・はい、大丈夫でした。例年より大きなお芋がゴロゴロ出てきて、

子どもたちは、大喜びでした。「母は強し！」を感じた１日でした。週末にバザーを控え、大忙し

の役員さんに、順延などでご迷惑かけなくて本当に良かったです。大変ありがとうございました。

お芋は、おみやげの他、「年中さんのスイートポテト作り」「バザーの豚汁」そして「バザー販売用」

まで！大豊作のお楽しみは、もうしばらく続きます。お楽しみに～！はい、めでたしめでたし（笑） 
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文責 信行甲子 

東北・八女の他に、今年はご縁あって、３つの福祉

作業所さんが出店されます。所員さんが販売に来ら

れますので、どうぞ皆さんお立ち寄りください。美

味しいもの、楽しいものがたくさんあります。 

この他に、年中さんが作った園の畑で栽培した

「大根」を１本１００円で販売します。お芋も

あります。「ぺさんのキムチ」もありますが、

入荷数は未定です。お楽しみに～～！！ 



嘔吐下痢が流行りそうです・・・ 

冷えてきたせいか、お腹の調子が悪いお子さんが

何人かおられます。中には嘔吐下痢症だった子

も。症状が軽いからと、登園されて嘔吐等ありま

すと、伝染性だった場合は一気に広がります。下

痢だけでなく、発熱等、体調を崩しやすい時期で

す。体調が悪い場合は、お医者様の診断が出て

から登園を決められて下さい。よろしくお願いい

たします。 

                                                       

 

  

 

 

 

 

 

平成２７年１１月１３日（金）第８号 

日中はまだ暖かいものの、朝晩は冬の気配が感じられるようになりました。バザーやお芋ほりなど、

秋の行事もひとつずつ終わり、今月末の生活発表会に向けて、練習が始まりました。年中さんより

小さい子たちは、男の子と女の子に分かれて踊ります。年長さんは、３クラスを２つに分けて、劇

をします。運動会に引き続き、子どもたちに楽しさと充実感を味わってもらいたいと、先生たちは

真剣に練習に取り組んでいます。どの行事も子どもたちにとっては得手不得手があるかもしれませ

ん。でも、「何か苦手だな～」と思っていてもやってみたら楽しかった！という体験はとても大事。

食わず嫌いは一生の損だと私は思います。実際、子どもたちはやる気満々！色んな衣装は３０年以

上も前に当時のお母様方に作っていただいたものが多数残っていて、それをアレンジしながら使っ

ています。もしかしたら卒園生のパパママた

ちが着た衣装があるかもしれませんよ～。そ

んなことも楽しみに、生活発表会をお待ちく

ださい。私たちも、更なる子どもたちの成長

が楽しみです。 
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文責 信行甲子 

≪忘れ物気をつけて！！≫ 

水曜日「しましま体操服貸してください」 

木曜日「遊び着貸してください」特に多いのがこ

の２日。体操服は、年長さんは毎週ありますの

で、月曜日に通園バッグに入れて持たせてくださ

い。他の学年はその週の有無を確認して！ 

遊び着（スモック）は、全学年水曜日に持ち帰り

ますので、木曜日持参は必須です。年長さんは

あと４か月で小学生ですので、自分で用意させ

るのも良いでしょう。毎週の事ですので、よく忘れ

る方は、カレンダーや携帯のスケジュールにチェ

ックをお願いします。忘れ物はかわいそうですよ 

≪保護者会バザー終わる≫ 

１０月３１日のバザーには皆さんご来

園いただき、ありがとうございました。

事故も無く、前年度より５４，０００円

ほど収益ＵＰ！もちろん、お天気も味

方してくれましたが、役員さん方の努

力が報われましたね。持ち場をしっかり

守りつつ、楽しい雰囲気を盛り上げて

下さった会長さんはじめ役員の皆様に

感謝します。作業所の皆さんも、たくさ

ん売り上げがあったと喜ばれていまし

た。物産展にもご協力ありがとうござ

いました。卒園して何年にもなるお母

様方がＯＢとして１６名も応援にかけ

つけて下さったのは、感激でした。この

バザーも４０年以上続いている伝統行

事です。関わって下さった皆様に感謝

の気持ちでいっぱいです。ありがとうご

ざいました。             

≪お迎え時間についてのお願い≫ 

園に直接お迎えは２：５０までとなっています。園に来

られましたら、２：５０までに当番の先生にお声掛け

をお願いします。最近、少し遅くなっているようです。 



≪もうすぐ生活発表会！！≫ 

子どもたちが楽しみにしている生活発表会はも

うすぐ！！でも、心配な事に、お休みしている

子が多いのです。原因は、主に「熱」「嘔吐」

「下痢」など・・・。ひよこ組ではＲＳから肺炎を

発症するお子さんまでいます。この時期、一番

困るのは、感染症です。具合が悪くなったとき、

自己判断ではなく、うつる病気なのか、そうでな

いのか知るためにも、必ず病院に行かれてくだ

さい。行事前に限らず、集団生活ですので、お

友だちにうつさないためにも、ご協力をお願いし

ます。 

 

  

 

 

 

 

 

≪お子様といっぱいお話してますか？≫     平成２８年１１月２６日（木）第９号 

最近、「言葉があまり出ません」「こちらのいうことはわかっていますが、子どもの方から言葉で

伝えることができません」などの相談が多くなったような気がします。昔に比べて、たくさんの音

や言葉に囲まれて刺激の多い生活を送っているはずなのに、発する言葉が少なくなっているなん

て！？言葉は、必要に迫られて出てくるものです。自分の要求や気持ちを伝える大事なツールです。

子どもの気持ちを汲み取ろうとするあまりに、子どもが「のどがかわいた」「アイスが食べたい」

と発信する前に「はい、お水ね」「はい、アイスね」と先取りしていませんか？これでは、頑張っ

て言葉を発する必要がありません。それから、テレビやＤＶＤなどで言葉は覚えても、会話ができ

ません。生の声、それも親密な人の口から発せられる言葉は心地よく耳に入ってきます。親や家族

の生の会話を聴きながら、子は多くの種類の言葉や会話の仕方を学ぶのだと思います。昔のお母さ

んの長電話が無言のメールやラインに取って代わられたことだけでも、家の中で聞く言葉数はぐっ

と減っているのではないでしょうか。 

幼稚園に入る前の家庭生活の中で、親子や家族でどんな会話をされているのか、ちょっと気にな

ってきました。「あえてする会話」も小さい子には大切です。「きれいねー」だけではなく、「お空

がきれいねー」「お空の色は青色だね」と「あえて○○が」と言ってあげる。こんなことの繰り返

しはとても大事。きれいな言葉をたくさん教えてあげてください。 

もちろん、絵本の読み聞かせは言葉の発達にも有効ですよ。おもしろい、楽しい、美しい言葉が、

絵本の中には溢れています。何回も読んであげるうちに、おもしろい言葉はどんどん覚えるし、お

子さまと、まったりかかわることができます。短い時間で濃厚な親子時間を共有できるお得な時間

です。ついでですが、叱るときも「こらっ！」「ダメ」だけでなく、どうして叱られたかをわかり

やすく伝えてあげることで、叱られた理由を理解できるし、またここでも言葉のシャワーも浴び、

ぐっと聞き分けがよくなると思いますよ。そうなると、叱る回数も少なくなります。ちょっとの手

間や気遣いで、楽に子育てができるよう、お母様方

頑張ってみてくださいね！ 
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文責 信行甲子 

・・かもしれない、って子ども

のころはいっぱい思いますよ

ね。りんごはいったい何に変身

していくのでしょう？わくわく

とふむふむがいっぱいの絵本で

す。いっぱい笑ってね！！ 



≪うさぎ組の 

嶋田郁乃先生おめでた！≫ 

今年４月に結婚されたあやの先生が、待望の

第１子を授かりました。もう５か月に入り、だいぶ

安定してきたとの事ですので、ここにご報告いた

します。子どもたちもきっと楽しみに、お腹を触

ったり、優しくしてくれることでしょう。保育の面で

は保護者の皆様に不安を与えないよう、園側も

しっかりフォローしていきます。子どもたちには生

命の神秘や命の大切さを学ぶ良い機会になる

ことと思います。どうぞ保護者の皆様も温かく見

守っていただけたら嬉しいです。 

 

  

 

 

 

 

 

≪生活発表会！≫                 平成２８年１２月４日（金）第１０号 

先日の生活発表会には、ご家族お揃いで皆さんおいでいただき、大変ありがとうございました。 

出来栄えはいかがでしたか？子どもたちの自己評価は・・・なんと全員のお友だちが「よくできた！」

とのことでした。（終了後すぐのばんび組にて）「できなかったと思う人？」の問いには誰も手をあ

げませんでした。これってすごい事！自己肯定感１００％なんてなかなか味わう事はできません。

年齢ごとに取り組み方は若干違いますが、それぞれによく頑張りました。年長さんに至っては、プ

ロも顔負けというほどの取り組み。集中力はもちろん、自分の役にプライドを持って取り組んでい

て、それを楽しみ、なおかつお客さんに楽しんでもらおうという気持ちがビンビンと伝わっていま

した。自分の役を全うする責任感もしっかりあり、突然のハプニングでちょっと涙が出ていた子が、

自分のセリフ、歌の時には涙をこらえて大きな声を出していたのには、感動しました。 

ひよこさんも、年少さんも、年中さんも、それぞれに頑張っていましたね。舞台であんなに楽しそ

うに踊っている子どもたちでしたが、直前の幕の後ろでは、「ドキドキする～」と緊張で頬を紅潮

させ、目をキラキラさせていたのですよ。緊張や興奮、

満足感、責任感・・・１日で色んな体験をしたのだと

思います。毎日の生活も大事ですが、こんな「非日常」

も貴重な体験。大正・昭和の教育哲学者倉橋惣三先生

が「「生活」とは生きることを活き活きすること」と

言われています。園行事は日常の中のスパイスとなり、

子どもたちを更に成長させるものだと感じた今回の

生活発表会でした。「life で（毎日の生活の中で）life

を（自分の人生を）life（生きる）」私たち大人も活き

活きと生きてこそ、子どもたちにその後ろ姿を見せら

れるのだと思います。子どもたちにならって、今ある

事に真摯に取り組み、楽しんでいけたら良いですね。

更なる子どもたちの成長を楽しみに、頑張っていきま

しょう！！ 
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文責 信行甲子 

谷川俊太郎さんの楽しいことばあそびに、長新太さんのユーモラスな絵。 

子どもたちはことばあそびが大好きです。寝る前にゆっくり読んで、不思

議なことばを楽しみましょう。１日の機嫌は前夜の機嫌を引き継ぐと言わ

れています。絵本を楽しんでゆっくり休んだ朝は「めのまどあけろ」で楽

しく目覚めてはいかがでしょう。 



≪おやくそくを決めましょう！≫ 

① 一人で外へ出ない 

② 外を歩くときは大人と必ず手をつなぐ。大人の

そばから離れない 

③ 車を降りるときは勝手に大人より先に降りな

い。（チャイルドロックの確認を！） 

④ 知らない人にはついていかない。・・などなど 

※まだまだあると思います。親子で話し合ってね！                                                       

 

  

 

 

 

 

 

（※印刷機不調のため、今回は一色刷でごめんなさい。）    平成２８年１２月２１日（月）第１１号 

師走に入ったかと思ったら、あっという間に明日は終園式。保護者の皆様には、２学期間もたく

さんのご協力をいただき、大変ありがとうございました。 

もうすぐ冬休みで、幼稚園の子たちはもちろん、行き交う小学生も中学生もウキウキしてるよう

に感じられます。保護者の皆さんの小さいころの冬休みは、どのように過ごしてましたか？時代は

変わったかもしれませんが、サンタさんや、お年玉を心待ちにしている子どもたちの姿は、ママた

ちの小さい頃と変わりませんよ。忙しいかもしれ

ませんが、日本人として大事な節目のお正月は、

お正月らしいことをご家族で楽しんでもらいた

いなあと思います。黒豆や数の子をいただく意味

なども親子で調べてみると楽しいですよ。食べ慣

れてないから「すかーん」というかもしれません

が、日本人の伝統ですから、是非伝えていってく

ださい。（ちなみに、お線香の香りも「くさーい」

という子がいますが、「この香りはののさまが大

好きな香りで、とってもいい香りなんよ」と、き

ちんと話すと、納得します。説明の仕方で子ども

の気持ちは変わります。）1６日間のお休み、年

末年始を楽しくお過ごしくださいね。もちろん、

病気やけがに気をつけて。１月８日に、元気な 

みんなに会える事を楽しみにしています。 
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は決まっていませんが、園からのお願いや「な

ぜ？」「なに？」のお答え等、タイムリーにお

伝えしていきたいと思っています。どうぞよろ

しくお願いいたします。文責  信行甲子

 

 

文責 信行甲子 

≪子どもたちの安全に 

気をつけましょう！≫ 

冬休みに入ると、お出かけの機会も多く

なることと思います。人混みに入ったり、

広い駐車場のあるところに行ったりする

と、つい我が子を見失う・・・なんてこと

も！外に出たら、大人としっかり手をつな

ぐ事をお子様におやくそくさせてくださ

い。でも、ママが一人で、赤ちゃん抱っこ

して上の子２人連れてお買い物、なんて

こともあると思います。手をつなぐのが無

理な場合は、ママのスカートや衣服の一

部をつかませておく、それも無理な場合

は、必ず前を歩かせて、目を離さない、な

ど臨機応変に考えて、しっかり子どもを守

りましょう！！歩きスマホも子どもが見え

なくなりますよ！ ぐりとぐらも大掃除頑張って

ます！大宰府天満宮に行

ったら天神様（菅原道真

公）が祀ってありますが、こ

の絵本では天神ちゃんが家

族で登場！暖かくして、い

っぱい絵本を楽しんで

ね！！冬ならではのお楽し

みです。 



 

 

  

 

 

 

 

 

                    平成２８年３月１７日（木）２７年度最終号 

あっという間の１年でした。今年も子どもたちは素晴ら

しく成長してくれました。明日は卒園式。式のための練習

はもちろんしますが（たった３回です）、形だけでなく、

子どもたちの卒園に対する気持ちは、大人が思っている以

上に熱いものがあります。大好きだったお友だちや先生と

とお別れする悲しい気持ち、１年生になる晴れやかな嬉し

い気持ち。最近の子どもは、感情が希薄になってきている

と言われていますが、当園の子どもたちは、そんなことは

ありません。嬉しさも悲しさも体中で感じて、溢れんばか

りの想いを胸に、子どもたちは巣立っていくことでしょう。 

まっすぐな子どもたちに恥じないよう、私たち大人もしっ

かりと次のステップに送り出し、未来に明日に向かって歩

き続けたいと思います。在園中は、園の教育や運営に厚いご理解をいただき、たくさんの協力をい

ただきましたこと、心より感謝いたします。進級児の皆さんには、更に安心して楽しく幼稚園に通

ってもらえるよう、職員一丸となって頑張っていきたいと思っています。卒園の皆さんも、運動会

やバザーだけでなく、いつでも遊びに来てくださいね。成長した子どもたちに会えるのを、楽しみ

にしています。みんな、元気で頑張ってね！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このおたよりは、園長信行が必要に応じて発行させ

ていただいています。したがって、発行日は決まっ

ていませんが、園からのお願いや「なぜ？」「なに？」

のお答え等、タイムリーにお伝えしていきたいと思

っています。どうぞよろしくお願いいたします。 

          文責 信行甲子 

 

文責 信行甲子 

たくさんおともだちがで

きたらいいね！また、あ

いにきてね！！ 

ぼくも、まっ

てるよ～！ 

≪クラス文庫ができます！！≫ 

保護者会より、年度末にあたって、２７年度在園記

念品料１５万円をいただきましたので、クラス文庫

として絵本を揃えさせていただくことにしました。 

各クラス１０～１５冊をひよこ組さんから年長さんま

で、計１０クラス分購入させていただきます。 

大変ありがとうございました。 

 

 

 

こまったことや、ねがいごとをきいてくれる「はっぴぃさん」に会

いに山にでかけた「ぼく」・・・さて、はっぴぃさんに会えたのでしょ

うか？？はっぴぃさんが見つかったら、何の願いをきいてもらお

うかなあ？みなさんも、はっぴぃさんを探してみませんか？ 

 


