
 

  

 

 

 

 

 

                        平成２８年４月１４日（木）第１号 

入園式から、２日経ちました。お家での様子はいかがですか？園では、あまり泣く子もいなくて、

みんなおりこうさんで、怖いくらいです（笑）。あと、何日かして、慣れてきたら、怪獣に変身す

るかも・・・？と、ちょっとドキドキしています。でも、たった何日かで新しい環境に適応しよう

としている子どもたちって、すごいなあと思います。小さいなりに頑張ってるんですね～。入園式

ではお願いご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新しい保護者の皆様も

頑張っていただいてありがたいです。進級した年中さん、年長さんも、新しいクラスの名札を誇ら

しげに見せてくれ、小さいお友だちのお世話もしっかりやってくれていますよ。明日は金曜日。 

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

しています。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 

入園して慣れてくると、「お友だちできた？」 

「先生は優しい？」「何して遊んだ？」などなど子ど

もたちは、質問ぜめにあってませんか？ 

これって、うまく答えられるお子さんの方が少ないか

もしれません。でも、良い返事が聞けなかったからと、

「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≫ 

４月１８日に２回目のテストメール

を送ります。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

して処置をすれば、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。 

≪夕涼み会についてのお知らせ≫ 

毎年、７月の始めの土曜日に行っている夕涼み会ですが、今年か

ら、形が変わります。今まで、保護者会の夜店など、お祭気分で親

子で楽しんでいただいていたのですが、夜に１０００人近くの方が集

まられる事などから、来場者の安全面等を考慮し、今年から昼間

に、園児だけで楽しめる行事に切り替えることとしました。別紙で役

員さんのお願いを持ち帰っていますが、今年は夕涼み会の役員さ

んの参加はありませんので、取り急ぎお知らせします。 

詳しくは、また近々お知らせいたします。 



笑顔バスが帰ってくるよ！！ 

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、この５年間休む事なく、福島、

宮城、岩手の子どもたちを訪問しています。 

その笑顔バスが、里帰りします！5/18 から熊本の被

災地の子どもたちを訪ね、あきらちゃんたちのコンサー

トや人形劇をします。東北で震災を経験し、その後の

地域や子どもたちを支えてきた実績を持つ彼らが今回

熊本に入ることは大きな意義のある事だと思います。

そのついでに遠賀中央幼稚園に里帰りしてくれるなん

て、こんな嬉しい事はありません。５/２０の午後に幼

稚園に来る予定です。時間等、決まりましたら、詳しく

お知らせしますね。楽しみですね～～！！ 

 

  

 

 

 

 

 

平成２８年５月２日（木）第２号 

 熊本の大地震から半月以上が経ちました。 

被災された皆様には心からお見舞い申し上げ

ます。遠賀もだいぶ揺れましたので、大勢の

子どもたちが「怖かったね～」と話していま

した。現地の子どもたちはどんなに怖かった

ことでしょう。そしてそんな子どもたちを抱

えた親御さんやご家族も心身共にどんなに大

変なことでしょう。 

東北の時、実際に行動に移すのに３か月か

かりましたので、今度は近いから、すぐにで

も行かなくちゃ！と焦っていました。しかし、

すぐに石巻や閖上の方々から連絡いただき、

「混乱の中で動くより、今後長期化する復興

を応援する方がいいよ」と言われました。子

どものための仕事をさせていただいている私

たちだからこそできる応援が今後たくさんあ

りそうです。東北では５年経った今でも子ども 

たちの心や体のケアが行われています。東北の 

応援で学んだ事を生かして、今後お役に立てる 

よう考えていきたいと思っています。 

とはいえ、支援物資は、先週末に一宏先生の関係 

で要請のあった宇城市の老人ホームに、幼稚園と 

保育園の職員で集めた紙おむつや食料等お持ち 

することができました。老人ホームに地域の方が 

避難され、３００人ほど居られて、公的物資が無い 

状況だったので、大変喜んでいただいたそうです。 

今後も、必要な所に必要な応援をしていきたいと思 

いますので、皆様にもご協力をお願いするかもしれ 

ません。その時はどうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

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 

≪園ブログについて≫サーバーの移行に伴い、ブログ

が変わります。新学期に間に合うよう、準備をしており

ましたが、大変遅くなりました。今後、ブログにはパス

ワードがかかるページがありますのでご協力お願いしま

す。        パスワード 2525  

※5月 3日（火）から移行します。 

≪夕涼み会について≫ 

先日、夕涼会を今年から形を変えて行う事

をお知らせしておりましたが、日にちが決まり

ました。７/５（火）の保育中に園児だけで楽し

いイベントを行います。イベントの名前や詳し

い内容については、職員皆で考え中です。今

まで、夕涼み会には在園児とその家族、卒園

児、地域の方が、多い時で 1,000 人近くおい

で下さっていました。暗い夜に小学生が子ど

もだけで来たり、もし、不審者が紛れ込んだ

ら？など心配な事が出てきましたので、思い

きって夜の行事をやめる事にしました。日本

の夏を感じる貴重な行事でしたので、残念！

とのご意見もありましたが、かわりのイベント

で子どもたちはたくさん楽しみます。ご理解と

ご協力をお願いします。 



 
  

 

平成２８年５月２６日（木）第３号 

 

 

  笑顔バスありがとう！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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＆コロッケくん

コンサート！！ 

今年もあきらちゃんとコロッケくんが

仙台からやってきます！！ 

昨年と一昨年は、コミセンを借りて、

親子コンサートでしたが、今年は園で、

子どもたちだけで行います。 

残念！！って思った保護者の皆様、ご

めんなさい。 

いつもの慣れた環境で、いっぱい楽し

みたいと思います。 

よろしくお願いいたします。 

 

５月２７日（金） 

先週から、何かとお騒がせした笑顔バスですが、「お

かえりなさいの会」の後、保育園のおともだちにも

見てもらい、門司港から帰路につきました。その後、

阪九フェリー、太平洋フェリーに乗り、昨日やっと

仙台に到着しました。（途中１日名古屋挨拶まわり） 

笑顔バスの里帰りにあたっては、急だったにもかか

わらず、支援金にご協力いただき、ありがとうござ

いました。園児世帯（卒園児含む）だけで６万円近

く集まり、無事にお渡しすることができました。そ

のほか、幼稚園・保育園職員一同、理事長先生や地

域で幼稚園を応援して下さる方などからの支援金も

お渡ししました。とても感激しておられました。  

でも、何より嬉しかったのは、休日にもかかわらず、

たくさんの方々が笑顔バスに会いに来て下さったこ

と、応援して下さったことだったと思います。 熊本

からもたくさんの感謝の言葉が上っていました。 

大地震後、笑えなくなっていた我が子の笑顔を見て、

涙された親御さんもおられたとの事です。 

新聞記者さんでさえ、「震災の重い暗いニュースが多

い中、子どもの笑顔があふれる記事を書けたことが

幸せでした。」と言って下さいました。皆を幸せにし、

元気にする笑顔バスが当園と深いご縁ができたこと

は、私たちにとって、とても嬉しい出来事です。  

今後とも、「笑顔バス」と「子どもの笑顔・元気プ

ロジェクト」を応援いただきますよう、よろしくお

願いいたします 

一昨日の遠足には、皆さんご参加いた

だきまして、ありがとうございました。 

思いがけずお天気に恵まれ（毎年ヒヤヒ

ヤものです）子どもたちも大変楽しかっ

た様でした。ご家庭の車で気軽に行ける

到津ですが、あえて「大型バス」あえて

「親子」で行ったことで、子どもたちの

ドキドキワクワクが倍増したのではな

いでしょうか？お家の方も、クラスのお

友だちやママたちのお顔がわかって、良

かったかな？これからもよろしくお願

いいたします。 



≪おねがい≫ 

カラー帽子や遊び着などの装飾がだんだん

と華美（派手）になってきているようです。

字がまだ読めないお子様には、目印程度に

アップリケなどしていただいても構いません

が、お子様もおともだちが可愛くカッコよく

してあるのを見れば、もっともっと！ときりが

ありません。カラー帽子も遊び着も制服の

一部ですので、基本的には形やデザインを

個人的に変えることはできません。 

園からのお知らせが不十分だったこともあ

るようですので、来年度からは、具体的に

きまりをお知らせしたいと思います。今、ア

ップリケやレース飾りなどされている方は、

今年度中はそのままでも構いませんが、こ

ちらで、これはちょっと・・と判断した場合

は、お声を掛けさせていただくことがありま

す。かばんのキーホルダーや缶バッジなども

含めて、きまりを再度お知らせします。 

ご協力お願いいたします。 

 

  

 

 

 

 

 

平成２８年６月１３日（月）第４号 

先日から、保育参観・給食試食会にご参加いただき、大

変ありがとうございました。お子様の様子はいかがでし

たか？毎年の事ですが、親も子もお互いにドキドキの初

めての参観でしたが、子どもたちは、嬉しそうでした

ね！今後とも機会があれば、幼稚園に足を運んでいただ

ければ、嬉しいです。一緒に作っていただいた七夕飾り、

来週から園内をはじめ、遠賀川駅やＪＡさん等に飾られ

ます。遠賀町のみなさんに、季節を感じていただけたら

嬉しいですね。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

オマチマン＆ 

ツマチマンと遊ぼう！！ 

７月 8 日（金）にオマチマン夫妻がまたま

たやってきます。 

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歌

やＣＤを作っているおともだちですよ。こ

ちらも、子どもたちだけの参加です。親子

コンサートが良かったな～と思われている

方、申し訳ありません。 

赤ちゃんが生まれました！！ 

えっ！誰の赤ちゃん！？ 

それはね・・・ハリコさん！・・・じゃなくって、ジャ～ン！ 

あやの先生でしたーー！！ 

６月７日（火）に元気な女の子が生まれましたよ。昨年

から、あやの先生のお腹が大きくなるのを、楽しみにし

てくれていたおともだちや、お母様方。5/24 の予定日

からはだいぶ過ぎましたが、やっと無事に出てきてくれ

ましたので、ここに報告させていただきます。 

あやの先生は３月までお仕事はお休みですが、きっと赤

ちゃんを見せにきてくれることでしょう。 

早く会いたいなあ～～。楽しみですね！！ 

初夏の爽やかな

風物詩そら豆。

ふわふわのベッ

ドに寝てみたく

なります。そら

まめくん、なん

てカワイイ！！ 



 

  

 

 

 

 

 

       平成２８年６月３０日（月）第５号 

もう、明日から７月ですね。各地で大雨の被害が出ています。特に熊本の被災地の皆さんは、次

から次に続く災害に、どんなに不安な事でしょう。せめて子どもたちには楽しい夏休みを過ごして

もらいたいと思います。 

さて、当園の子どもたちにも、夏のイベントが近づいてきました。「夕涼み会」に代わる行事と

しての「夏のちびっこまつり」は７月５日（水）。７月８日（金）にはオマチマン＆ツマチマンの

楽しいコンサート。年長さんは１５・１６日はお泊まり保育です。今年は、夕涼み会が無くなって

寂しい想いをさせないように、子どもたちが楽しめるイベント「夏のちびっこまつり」を企画しま

した。保護者の皆様は残念ながら参加できませんが、写真屋さんに来ていただいて後日写真の展示

販売も行いますので、子どもたちが楽しんでいる様子はご覧いただけると思います。 

「夏のちびっこまつり」については、別紙にてお知らせしています。毎年の夕涼み会で盛り上がっ

ていた「お楽しみ抽選会」につきましては、下記の様に実施しますので、よろしくお願い致します。 

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 
≪お楽しみ抽選会について≫ 

例年、夕涼み会で行っていました「お楽しみ抽選会」ですが、今年は夕涼み会 

がなくなりましたので、形を変えて行います。 

賞品は下記の通りです。 

1、 運動会座席券（運動会のトラック周りの座席最前列） 

2、 生活発表会座席券（講堂ステージ前最前列） 

3、 運動会スターター券 

（お子様が走る時にスタートの合図を出していただきます）（ピストルｏｒ笛） 

※すべての賞品が各学年に１名ずつ当たります。（１つの賞品に３名） 

抽選会は、明日７/1（金）に、合同保育の後、子どもたちだけで行います。 

当たった人は、当選券をその日に持ち帰ります。楽しみにお待ちくださいね。 

 



ＮＨＫのラジオ体操が遠賀町にやってきます！！ 

みんなで行ってみよう！！（一宏先生がいますよ） 

とき ８月１６日（火） 

   午前６時～開会式・リハーサル 

      ６時３０分～４０分  放送 

ところ 遠賀総合運動公園 多目的グラウンド 

（雨天） 遠賀体育センター 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

平成２８年７月１９日（火）第６号 

追い山と共に博多には夏が訪れますが、遠賀中央幼稚園の夏の始まりは、お泊まり保育でしょう

か！？例年は、終園式の後にお泊まり保育があるのですが、今年はカレンダーの関係で、逆になり

ました。でも、最後の日に、みんなでお泊まり保育の話もできたし、良かった良かった。 

長い様で短かった１学期でした。夕涼み会が無くなって、「ちびっこ祭」に変わったり、笑顔バ

スが帰って来たり、いつもと違う事が多かったの

ですが、子どもたちはいっぱい楽しんでくれた事

と思います。長い夏休み、お母様方は大変と思い

ますが、子どもの特権です。一緒に楽しんで、ス

テキな思い出を作ってくださいね。先生たちはい

っぱい研修にでかけます。鈴木聡美選手の応援も

頑張ります！！１学期間、たくさんのご協力あり

がとうございました。２学期もどうぞよろしくお

願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８月５日（金）と８月１９日（金）は登園日です。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 

届け！熱い声援！遠賀町からリオに！ ２０１６リオデジャネイロオリンピック競泳 

鈴木聡美選手出場レースライブ中継パブリックビューイング 

 遠賀中央幼稚園卒園生の鈴木聡美選手（ミキハウス所属）の出場レースをみんなで集まって応

援しませんか。遠賀町からリオデジャネイロに熱い声援を届けましょう。 

●ところ 遠賀町中央公民館 

     １階ロビー特設会場         ●問い合わせ スポーツ文化係 

競技種目予定日時（日本時間） 開館予定時間   女子100ｍ平泳ぎ 

予 選８/ ８（月）午前1 時～ 3 時20分午前１時 

準決勝８/ ８（月）午前10時～午後0時15分午前10時 

決 勝８/ ９（火）午前10時～正午開館中 

女子400ｍメドレーリレー 

予 選８/13（土）午前1 時～ 3 時20分午前１時 

決 勝８/14（日）午前10時～ 11時40分開館中 

※放映時間などが変更される場合があります。その場合は開館時間も変更になりますので、来館前にご確認く 

 ださい。※各予選は深夜につき、18歳未満の人は入場できません。また、鈴木選手が出場した場合のみの実施となります。 

ボンバー聡美！！ 

がんばれ～～～！！ 



 

  

 

 

 

 

 

                       平成２８年９月３０日（金）第 7号 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

《熊本応援バザーのおしらせ》 
今年も、保護者会バザーに便乗させていただき、園

庭のテントにて、物産展を行います。今年は、４月

に大きな地震があった「熊本」を主に応援します。 

 

２０１１年の東日本大震災からずっと、わずかながら

被災地応援バザーを行っています。九州北部豪雨

大水害の時は、八女の応援をしました。 

東北も八女も、美味しいものがいっぱいで、リピータ

ーさんが多く、今年も熊本のものと共に、宮城から

はいつもの「おつまみ昆布」、八女からはいつもの

「仁田原さんの里芋とユリ」「大ちゃんのみかん」など

仕入れる予定です。 

≪熊本の主な品目≫ 

益城町復興サイダー・新米・いきなり団子・ 

食べる甘酒・パスタ醤油・大豆粉のホットケーキミッ

クス などなど。 

 

どうぞお誘いあわせのうえ、覗いてみてくださいね！ 

＜運動会のシート敷きについて> 

今年から、シート敷きのルールが変わりましたが、皆様のご理解のもと、混乱も無く当日が

迎えられそうです。ただ、トラック周りの観覧席は 14：50～15：00 という短い時間に

たくさんの方が来られますので、混雑が予想されます。駐車場は、保育園横しかありません。

徒歩や自転車、送迎してもらうなど、駐車場を利用しない方法でおいでいただくとありがた

いです。この時間に居られなければ、番号札は無効になります。駐車場がいっぱいで入れな

かったなどの理由で遅れられるのは、申し訳ないし、残念です。どうか、確実な方法で時間

どおりにおいでください。 

もうすぐ運動会！！ 

子どもたちは、頑張っています！ 

今週の雨で、ちゃんとしたリハーサルは

出来ませんでしたが、大丈夫です。 

真剣な子どもたちの姿に感動します

よ！ 

 

体操教室 鈴木先生談 

「たくさんの園に指導に行っています

が、こんなにすばやく、キビキビと動け

る子どもたちは他の園ではいません。な

おかつ、楽しんでいて、笑顔も見られる

のがすばらしい。本番が楽しみですね」 

 

こんなすごいコメントいただいていま

す。 

コスモや担任の先生たちと子どもたち

が強い信頼関係の中で練習をしてきた

たまものだと思います。各学年、どこも

見ごたえがありますよ！お天気も大丈

夫と思います。お楽しみに！ 

たくさんの応援をおねがいします！！ 

10月 29日（土）10：00～14：00 



みんなで熊本を応援しよう！！ 

 

遠賀中央幼稚園は、東北も引

き続き応援しています 

 

  

 

 

 

 

 

平成２８年１０月２６日（木）第８号   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

品名 

販売 

価格 数量 

甘露醤油 ４３０円 10 

パスタ醤油 ５００円 50 

うまかみそだれ ４４０円 10 

ピリ辛みそだれ ４４０円 10 

そいぷーどる 小麦 

（ホットケーキミックス）   ４００円 50 

そいぷーどる 米粉 

（ホットケーキミックス）   ４２０円 70 

食べる甘酒 プレーン ２７５円 40 

食べる甘酒 いちじく ３３０円 40 

食べる甘酒 ゆず ３０５円 40 

食べる甘酒 あまおう ３２５円 40 

ライスブラングラノーラ ４８０円 41 

ライスブランビスコッティ ３５０円 34 

無農薬米粉 ２５０円 25 

いきなり団子 ２５０円 100 

米（三度のときめき）２㎏ ８００円 30 

復興サイダー １５０円 96 

大ちゃんのみかん ３００円 130 

レインボーキウイ ３５０円 36 

仁田原さんのオリエンタルユリ ３５０円 未定 

仁田原さんの里芋 ３００円 70 

おつまみ昆布 ４００円 150 

ぺさんのキムチ（白菜） ２００円 50 

ぺさんのキムチ（大根） ２００円 30 

ぺさんのキムチ（きゅうり） ２００円 30 

韓国のり ２００円 24 

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 

《熊本応援マルシェ

開催！》 
前の園長たよりでお知らせしていまし

たが、今年も、保護者会バザーに便

乗させていただき、講堂前のテントに

て、物産展を行います。今年は、４

月に大きな地震があった「熊本」を主

に応援します。熊本定番の「いきなり

団子」から若手農家が作るヘルシー

スイーツまで、あまりおめにかかれな

い品々もたくさんあります。 

「そいぷーどる」は「マツコの知らない

世界」や「ａｎａｎ」でも取り上げられま

した。「食べる甘酒」などは、地元でも

入手困難な品となっているそうです。 

ＴＶでも大変な状況が報道されてい

た益城町からは、美味しい新米や益

城の小学生が描いた絵がラベルに

なっている、「復興サイダー」がありま

す。大分も含め、隣の県の事です

が、なかなかボランティアにも行けな

いし、でも何かしたい！という方は、

是非この機会にお買い物で応援して

みませんか？ 

売上で利益が出ましたら、熊本のど

ちらかの団体に寄付させていただき

ます。数に限りがあります。 

早めにおこしくださいね！ 

 

熊
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「
ぺ
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で
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園庭の道路沿いに、５０周年の記念樹を植えまし

た。（まだ看板は立てていませんが） 

子どもたちが親しんでくれる様に、子どもたちの

未来が大きく実るように、「実のなる木」を植えて

います。姫リンゴ、ミカン２種、プラム、栗です。 

ミカンは、ひとつ大きいのがなっていますし、それ

ぞれにラベルがついているのでそれを見て子ども

たちは、明日にでもたくさん実がなって、食べられ

ると思っているようです(笑) 

通用門のすぐ横ですので、通られたらご覧になっ

てください。来年、たくさん実ると嬉しいですね。 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

平成２８年１２月２２日（木）第９号 

行事がたくさんの２学期が終わりました。運動会、生活発表会、バザー、芋ほり、園外保育・・・。 

年長さんは、消防署見学、年賀状作りなどなど。行事の中には、練習が必要なものがありますが、

練習も保育の一環。本番当日の出来を良くするためだけでなく、練習の過程で、いつもより 

「頑張る」（新しい事に挑戦・その事の理解・考えて行動（練習）する）事や、始めできなかった

ことがだんだん出来ていく喜びや達成感等を経験します。そんな時間を過ごして、子どもたちはぐ

っと伸びてきました。「頑張りすぎる」ことは良くないですが、ある程度の負荷をかけつつ、年齢

に合った「頑張る」を経験することは、とても大切な事だと、最近特に思います。（世の中には頑

張らなくて良い場面が増えていますよね。でも頑張る力が要らない訳ではないし） 

 年末年始、何かと慌ただしい時期。子どもたちは、お手伝いも頑張ると思いますよ。ちょっとし

たことで良いので、「これ、やってくれたら助かるわ～」「○○ちゃんならうまく出来ると思うよ」

など、あの手この手でその気にさせて、終わったら「ありがとう！」を忘れずに。子どもは、「お

りこうさん」とほめられるより、「ありがとう」と

感謝された方が、より自分の存在価値を感じるそ

うです。 

 ２学期の間、たくさんの行事に保護者の皆様の

ご協力をいただき、心より感謝いたします。 

特に保護者会役員さんは、会長さんはじめ、皆さ

んで細やかにサポートしてくださり、バザーも大

成功。大きな行事を次々に終えて、ほっとされた

と思います。大変ありがとうございました。 

 来年度、幼稚園は創立５０周年を迎えます。 

「いままで」と「これから」をしっかり考えて、

子どもたちの為に、頑張っていきたいと思います。 

 どうぞ皆様、よいお年をお迎えください。１月

１０日にはみんな元気に来てくださいね！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

講演会「小学校１年生に入学させるにあたって」講師 鷲尾操子先生 

☆小学校では…生活面、お勉強のこと（算数・国語の授業の進め方など） 

☆入学までにしておいてほしい事、してほしくない事（文字・数の教え方、言葉かけ等） 

☆その他（先生や学校とのつきあい方・孫を育てて思う事など） 

これからのお知らせでしたら、参加者大募集！のお話でした。元小学校教諭の鷲尾 

先生をお招きして、熱く楽しく語っていただきました。来年の年長さんのお家の方へも 

聴いていただきたいと思いました。 

先週の年長保育参観にて！ 



≪オルガンをお譲りします≫ 

以前、ヤマハ音楽教室で使っていた子

ども用のオルガン３台をお譲りします。

（もちろん無料！） 

電気オルガンで、子ども用ですので、

高さが低く、サイズも小さめです。 

２月２８日（土）の作品展の際にテラス

に展示しますので、現物をご覧になっ

て、欲しい方は、連絡帳にて２月２日

（木）までにお知らせください。 

希望者が多い場合は、お子さまにくじ

をひいていただきます。 

 

  

 

 

 

 

 

                         平成２９年１月１６日（月）１０号 

３学期が元気に始まりました！幼稚園では年度途

中ではありますが、新年を迎えましたので、新たな気

持ちで３学期に臨みたいと思います。今年もどうぞよ

ろしくお願い致します。 

始園式での話。新年の話をした後で、「４月になっ

たらみんなどうなるの？」って聞きましたら、元気な

声で「１年生！」「年長さん！」などなど、それはそ

れはしっかりと答えてくれました。みんな、期待や夢

がはちきれそうに詰まっている感じがしました。 

３学期は新しい事にも挑戦しますが、１年間の仕上

げの時期でもあります。子どもたちが自分たちが大き

くなったことを喜び、希望を持ってステップを上がれ

るよう、気持ちと環境を整えてあげたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

≪絵本の貸し出しが始まりました！！≫ 

別紙でお知らせしておりましたが、やっと環

境が整い、絵本の貸し出しができることに

なりました。子どもたちは大喜びで借りにき

ています。（初回はつき・ばら・ばんびさんで

した）これを機会に家族ぐるみで、楽しく絵

本に親しんでいただけたら嬉しいです。 

 

 

≪人権のつどい≫の写真について 

１月２０日（金）に、町の福祉人権係の方が来られて、「人権

のつどい」が行われます。キャラクターの「人権まもる君」と 

「あゆみちゃん」も来て、子どもたちにわかりやすく人権のお

話をしてくださる予定です。その時に写真を撮るのですが、町

報等に掲載されますので、もし、顔写真を出されたら困る方

がおられましたら、１９日（木）までにお知らせください。 

≪工事に伴う 

駐車場の利用について≫ 

保育園の工事により、駐車スペー

スが少なくなります。登降園時は

ただでさえ混雑しますので、更に

停めにくくなるかもしれません。 

３月まで工事がありますので、送

迎時は十分注意して、駐車スペー

スの指示などにご協力ください。 



現在インフルエンザにかかっている子

は、少ないですが、作品展当日は、園児

以外の方がたくさん来られますので、会

場内はマスクの着用をお願いします。予

防が大事です。 

帰宅後はうがい、手洗い、しっかりと！！ 

 

  

 

 

 

 

 

                       平成２９年１月２６日（木）第１１号 

３学期が始まったかと思ったら、もう作品展を迎えます。世間ではインフルエンザが大流行！ 

町内の小学校でも学級閉鎖など出ていますが、今のところ当園の子どもたちは、とっても元気！！

毎日２回のマラソンを始めてからは、風邪、インフルエンザ、嘔吐下痢などにかかる人がとても少

ないです。走るのも速くなり、体も強くなりました。ご家庭での健康管理も頑張っていただいてい

るんだと思います。この調子で頑張っていきたいですね。 

土曜日は「作品展」です。造形教室で Studio Kura

の松崎先生の指導のもと、子どもたちが色んな材料で、

色んな手法で、楽しみながら作ってきたものが展示さ

れます。年長さんの焼き物は学年の先生たちの指導で

すが、これもよくできています。ポスターも作品のひ

とつですので、会場内外余さず見ていただくと嬉しい

です。私は、例年通りテラスでお出迎えしますよ。 

ミニバザーです(笑)こちらも覗いてくださいね～！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

《作品展＆ミニバザーのおしらせ》 

今年も作品展に便乗させていただき、園舎テラスにて、恒例のミニバザーを行います。 

ぺさんのキムチ 白菜・大根・きゅうり 各２００円 

宮城県「閖上（ゆりあげ）朝市」から美味しいものいろいろ・・・ 

 今回は、閖上朝市にとても詳しい方にお願いして、おまかせで色々送っていただくようにし

ています。私も実は何が届くかわかっていません（笑）楽しみですね～～！ 

オルガン３台  前号の園長たよりでお知らせしておりました 

ヤマハ音楽教室のお古です。興味のある方は、どうぞ見られてくださいね。 

     1月２８日（土）9：30～1２：00 

≪駐車場の利用についてのおねがい≫ 

先日、保育園横の駐車場で、保護者同士の事故がおこっています。幸い大事には至りませんでしたが、

これが子どもだったら、大変な事になっていたという事例でした。工事で駐車場が狭くなっていますので、

いつも以上に注意をお願いします。また、作品展の時は園庭も使いますし、来られる時間がバラバラで、

車もいつ動くかわかりません。お子さまの手はしっかり握って、目を離さない様にお願いします。 

https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiCoYKm09zRAhWG2LwKHUonAcsQjRwIBw&url=https://pixta.jp/tags/%E7%99%BD%E8%8F%9C%E3%82%AD%E3%83%A0%E3%83%81?search_type%3D2&psig=AFQjCNEDxKQExIjSkj6acDRnrjTtLNbN0Q&ust=1485411490862976
https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwicl-zO09zRAhXCgLwKHflVDFgQjRwIBw&url=https://pixta.jp/tags/%E6%A5%BD%E5%99%A8 %E6%BC%94%E5%A5%8F %E9%8D%B5%E7%9B%A4%E6%A5%BD%E5%99%A8 %E3%82%AA%E3%83%AB%E3%82%AC%E3%83%B3?search_type%3D2&psig=AFQjCNHKFEJMA5HiEhg6vlyMUvJ7vbEo9A&ust=1485411613272682


もうすぐ 3月 11日ですね。 

ブログに載せていましたが、先日ご協力いた

だいた「黄色いハンカチ」のお礼のメッセージ

が山元の渡邉修次先生から届きました。 

今日は、快晴、心め晴れやかです。福岡県

の幼稚園児から黄色いハンカチを贈ってい

ただきました。山元に来町しなくてもハン

カチを見るだけで笑顔になり元気になりま

す。今日も若く亡くした生徒のためにもと

力になります。3／11 に山元の空の元にた

なびかせますね～幼稚園児の親に感謝し

て、園児に心の感謝状を贈りました。 

３月１１日には当園と同じ曹洞宗の徳本寺とい

うお寺に掲げてくださるそうです。 

復興を進める傍らで、亡くなった方への追悼は

終わることはありません。渡邉先生は中学校

の校長として、どんなに無念だったことでしょ

う。私たちは、せめて気持ちだけでも寄り添う

事ができるでしょうか。 

 

  

 

 

 

 

 

                       平成２９年３月９日（木）第１２号 

２月は逃げる！と言いますが、すっかり園長便りをご無

沙汰してしまっておりました。うちの園の子どもたちは、

とっても元気！！と思っていましたら、先週末から急なイ

ンフルエンザの襲来！毎日のマラソンの効果で風邪ひきさ

んがとても少ないと、外部にも自慢していたところでした

（反省）。学年閉鎖にもご協力いただきありがとうございま

した。油断していたわけではありませんが、このたびのイ

ンフルエンザは急に高熱が出なくて、検査結果が（－）で

後に（＋）になった方が何人かいました。そのうえ、年度

末のため、講堂など大きな部屋に集まる行事が多かった事

などが感染の原因と考えられます。保健所にご相談しまし

たら、「２３０人も人が集まれば、どんなに気をつけていて

も、１人保菌者が居たら、感染しますよ」との事。あと４

日で卒園式。何とか年長さんには頑張ってもらいたいもの

です。 

年長さんの中には幼稚園が好きすぎて、卒園に向けてブ

ルーになっているお子さんも居ます。幼稚園が好きなのは

嬉しいのですが、「1 年生になってちゃんとやってけるのか

な？」なんてちょっぴり不安を感じている様子も・・・。 

感受性が豊かですね。小さな子どもでも色々な想いを持っ

て生きているのですね。親も色々心配事

が出てきます。不安も喜びも生きている

証ですが、大きな節目の小学校入学、在

園児は進級！楽しみに希望を持って前に

進めるよう、みんなで応援したいですね。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

《作品展＆ミニバザーのお礼》 

遅くなりましたが、作品展とミニバザーにはたくさ

んの方においでいただき、大変ありがとうございまし

た。１１月の熊本応援マルシェでは少し収益があり

ましたので、作品展ミニバザーの収益と合わせてど

こかにお役にたてればいいなと思っていましたが、ミ

ニバザーは、仕入れの手違いと定価仕入れだった

ため、収益はありませんでした。それで、１１月のマ

ルシェの売上 10,805円を熊本城災害復興支援金

へ送らせていただきました。皆様からたくさんのご協

力をいただき、ありがとうございました。 

熊本城災害復旧支援金  

≪メールって古いの？≫ 

最近、幼稚園メールを見られていない

方が多いような・・・LINE が主流にな

って、メールはほとんど開かないって

方が増えているようです。しかし！幼

稚園の緊急なお知らせ（一斉メール）

は LINEに移行する予定はありません。

大事な、緊急なお知らせだからメール

配信するのです。一日１回はチェック

してくださいね。お願いします！ 



 

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。成長した子どもたちに会えるの

を、楽しみにしています。いつでも

遊びにきてくださいね。 

 

  

 

 

 

 

 

                       平成２９年３月１３日（月）第１３号 

あれよあれよと３月を迎え、明日はもう卒園式です。先

日の練習でも子どもたちにも話したのですが、証書をもら

う姿、お話を聴く姿がなんと立派な事！小６にも中３に負

けてません。なんでこんなにできるんだろう？産まれてた

った６年しかたってないのに・・・？「聴いて理解して行

動する」大人でも完璧にできない時があるのに、それがで

きる子どもの力ってすごいですよね。私たちは保育者とし

て、親として、子どもに教えることがたくさんありますが、実は子どもたちから学ぶことも多いの

です。体は小さく未熟だけれど、ちゃんと一つの人格を持っています。立派な「人」なんですね。 

たとえ我が子でも自分とは違う人格、思い通りにならなくて当たり前なんですよね。私は、初め

ての子が生まれる時、そのことを言われ、子どもが小さい頃、わからんちんを言った時にこれを思

い出してちょっと冷静になれたような気がします。だって、相手は私ではないんですもの。相手に

は相手の事情があるのです。社会のルールに反する事や危険な事は有無を言わさず止めなければい

けませんが、そうでなければ、一瞬でも相手（子ども）の事情

を探ってみるのもおもしろいかもしれませんよ。「そんな余裕

ない！」と怒られそうですが、子どもって案外大人をよく見て

いるし、気も遣っているのです。時々は子どもの方が冷静で偉

かったりしますよね。 

話は、ずれてしまいましたが、卒園式の姿は本当に立派です

から、どうぞ楽しみにされて下さい。そして子どものまっすぐ

で深く澄んだ心を感じ取ってください。 

子どもたちの健やかな成長を願うのはもちろん、親御さんた

ちには子育てをいっぱい楽しんでもらいたいと心から思いま

す。何か困った事があったら、子どもたちの小さかったころを

思い出してみてはいかがでしょう。いつでもおいでください。

卒園されても、子どもたちの事はもちろん、パパママのことも応援してますよ！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

ねんちょうさん、わ

たし３さいになりま

した。しょうがっこう

にいってもわすれな

いでね。また、あい

にきてくださーい！ 

≪クラス文庫と貸し出し用絵本を 

充実させていただきます！！≫ 

保護者会から、在園記念品料１５万円をいただき、昨年たく

さんの絵本を購入させていただきました。今年度途中からで

したが、貸出文庫も始めましたので、さらに充実させるため

に、今年も絵本を購入させていただくこととしました。大切に

使わせていただきます来年度は更に絵本好きな子が増える

ことでしょう。嬉しい事です。ありがとうございました！ 

 

  



 

  

 

 

 

 

 

                       平成２９年３月２１日（火）第１４号 

今日は２８年度の修了式でした。１４日

には、年長さんを無事に送り出しましたが、

人数が減ってしまった園内は、やはり寂し

いものでした。そして、これが今年度最後

の園長だよりになります。 

 ４月から１年間、職員一丸となって、子

どもたちの為に頑張ってきたつもりですが、果たして充分

な事がしてあげられたでしょうか？保護者の皆様に安心し

ていただけたでしょうか？毎年思う事ですが、確かに頑張

っていても、自己満足に終わらないようしなければいけま

せん。「やってるつもり」では何にもなりません。 

来年は、創立５０周年を迎えます。新学期に向けて、１

年の反省と次年度への明るい希望を胸に心機一転、また頑

張りたいと思います。1 年間の温かいご理解とご協力に心

から感謝いたします。ありがとうございました。 

来年度もどうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

ネットにも上がっていましたが、地元の国会議員、麻生太郎副総理の国会答弁にちょっと感動しました！ 

 

参議院議員山本太郎氏の質問「生きる上で２番目に大切なものは何ですか？」 

（ちなみに山本氏いわく、１番は空気だそうです） 

 

麻生太郎氏「人間が生きていくうえで大事な事は、朝、希望を持って目覚め、昼は懸命に働き、夜は感謝と

共に眠る。この気持ちだと思います」 

 

事前に質問が提出されていたとはいえ、非常にシンプルに、人の生きる道を表されたと思います。

借りてきた答えではなく、ご自身の生き方だと思いました。素直にかっこいいと思いましたし、

子どものお手本になる大人の姿だと思います。色んなとらえ方があるでしょうが、私はこれで進

んでいきたいと思いました。 

卒園式には、ご家庭からたくさんのお

花をいただき、大変ありがとうござい

ました。もう２０年以上も続いている

卒園式のお花活け。今年も保護者有志

の皆さん、卒園児の保護者で永年お手

伝い下さっている皆さん、退職された

先生まで、たくさんの人の手によっ

て、会場が飾られました。温かい人の

輪がつながりました。これが遠賀中央

幼稚園の誇りです。これからもずっと

ずっとつなげていきたいですね。 

春休み、元気に 

すごしてください

ね！ 

 


