
 

  

 

 

 

 

 

                         平成２６年５月２２日（木）第２号 

一昨日の遠足、ピンポイントでこの日だけ雨・・・いったい何のいじわる？というようなお天気で

したね。マリンワールドはステキな水族館ですが、少し遠いですし、費用もかかるので、保護者の

皆様には申し訳なかったです。でも、「遠くてなかなか行けないから良かった」「中学の運動会で暑

かったから、遠足は屋内で良かった」など、嬉しいご意見も頂きました。子どもたちは、きっとど

ちらでも楽しかったと思います。お家の方と一緒に大型バスに乗って、みんなで歌ったり、先生た

ちの手品を見たり、家庭でのドライブとは全く違う「わくわく体験」でした。きっと良い思い出に

なる事と思いますよ。雨の中、たくさんのご参加ありがとうございました。 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

≪造形教室について≫毎週木曜日の造形教室

は糸島の「こども絵画造形教室スタジオクラ」

から先生が来て下さっています。毎週盛りだく

さんの内容ですので、今年はお手伝いをお願い

しました。以前おられた木原美穂先生です。強

力な助っ人です。よろしくお願いします。 

≪保護者参加行事のごあんない≫ 

５月３１日（土） 年長親子座禅会 

６月 ２日（月） 講演会 12：30～14：00 

「女子力ＵＰ！ママダイエット」 

※講演会はお知らせ済、座禅会は来週初めにお知らせ 

 

６月２７日（金） 13：00～14：00 

あきらちゃん＆コロッケちゃんがやってくる！ 

親子コンサートｉｎ遠賀コミセン 

※園児は昼食後、園バスでコミセンに移動しま

す。保護者は、自由参加です。コミセンで解散。

キンダークラブありますので、お子さまは園に戻

ることもできます。６月に入って詳しくお知らせ

します。 

≪駐車場でのお願い≫駐車場で、走り回

っている子どもたちをたびたび見かけま

すので、今まで何度かその場で注意させ

ていただきました。だって、危ないから！

でも、いつも見ている訳ではありません。

もし、ひかれたら…とりかえしのつかな

い事になります。ひいた方も親御さんで

ある可能性は大です。お互いが悲しい想

いをすることになります。なぜ走り回っ

たらいけないのか、３歳児でも真剣にお

話しすると解りますよ。子の命は親が守

ってください！！手を離さないで！ 

≪園のホームページについて≫ 

遠賀中央幼稚園のホームページ

はご覧になった事があります

か？園長ブログ「にこにこ日記」

では、毎日ではありませんが、 

幼稚園のちょっとした日常を 

ＵＰしています。はりねずみの 

ハリコちゃんの様子もご覧いた

だけますよ。良かったら覗いてみ

てくださいね。 

≪古賀特別支援学校の体験学習・ 

学校見学について≫ 参加希望者

は、お知らせください。締切はⅠ期

７月１４日とⅡ期１０月７日です。 



 

  

 

 

 

 

 

                         平成２６年６月１８日（水）第３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 

あめがふったらピッチャンチャ

ン・あめがふったらポンポロロ

ン・・言葉のリズムが楽しい。

読んだら傘がさしたくなります

よ。雨の匂いがしてきます。 

６月２７日（金）13：00～14：00 

あきらちゃん＆コロッケちゃんがやってくる！ 

親子コンサートｉｎ遠賀コミセン 

先週は参加アンケートにご協力いただき、ありが

とうございました。参加者は、12：45 までに

会場においでください。 

不参加の方で、バス送り希望者は、来週、その日

だけの時刻表をお渡しします。 

※当日のみのコースを組みますので、来週になっ

てから「バスに変更」はお受けできません。ご理

解とご協力をお願いします。 

平日ですのに、なんと、１８０名近くの保護者の

方が参加してくださいます！大変ありがとうご

ざいます。みんなで、盛り上がりましょう！！ 

といっても、諸事情でおいでになれない方もおら

れますよね。一応、園児席と保護者席は分けてい

ますので、お子さまが１人だけ寂しい想いをする

訳ではありませんので、ご心配なく。 

不明な点は遠慮なくお問い合わせを！！ 

先週の保育参観、給食試食会には、お忙

しい中、ご参加いただきありがとうござ

いました。園生活にだいぶ慣れた子ども

たちの姿を見ていただけたことと思いま

す。もし、お子さまの様子などで、ご心

配な事がありましたら、遠慮なくご相談

ください。一人で悩まないでくださいね。 

≪園のホームページについて≫ 

先日メールでお知らせしましたが、遠

賀中央幼稚園のホームページの園

長ブログ「にこにこ日記」にはパスワー

ドが設定されています。アクセス解析

の結果、パスワードのお知らせをした

日は、何と、１６００件ものアクセスが

ありました。パスワードは「4152」で

す。子どもたちの活動を全部お知ら

せできる訳ではありませんが、時々覗

いていただくと、嬉しいです。 

なるべく、こまめにお伝えできるよう、 

頑張ります！！ 

《ムーブフェスタ 7/6 雄勝花物語》 

チラシの数の関係で、年長さんのみ

配布しています。被災地石巻の現状

と復興がわかります。抽選会やコン

サートもありますよ。チラシの必要

な方は、お知らせください。被災地

の応援はまだ必要です 

昨日は、待ちに待ったプール開きの日でした。しか～し！あいにくの涼しさで、プールは中止。 

残念でしたが、「今日は寒いけ、プールないよね～」「雨降ったけ、できんよね～」と案外冷静な子

も多くて・・・。また、これからどんどん暑くなって、いっぱい水遊びできると思います。笑顔炸

裂！！の子どもたちの姿がたくさん見られるのは、楽しみです。プールカードをお忘れなく！！ 



 

  

 

 

 

 

 

                         平成２６年７月１日（火）第４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 

 

６月２７日（金） 

あきらちゃん＆コロッケちゃんがやってきた！ 

親子コンサートｉｎ遠賀コミセン 

コンサート、いかがでしたか？とっても楽しかっ

たですね！子どもたちも、いつも聴いている「ラ

ーメン体操」や「ペンギンのプール体操」を歌っ

てる本人が目の前に居るなんて、思ってもみなか

ったでしょう。もう、興奮の渦！すごかった！！ 

楽しいだけじゃなく、保護者の皆様にも、いろん

なメッセージが発信されてましたね。あきらちゃ

んは、以前、当時で言う「養護学校」の先生でし

た。だからこそ、弱い立場の子どもたちの気持ち

がより解る人なんです。前にも何かで書きました

が、「くら寿司」のラーメン体操や土曜の朝の「旅

サラダ」の俺のひとっ風呂ってコーナーのテーマ

ソングを手掛けたりして、活躍してるアーティス

トでもあります。コロッケちゃんも仙台市の音楽

祭の音楽プロデューサーをやってたり、なかなか

すごいお二人です。また、来てもらいたいですね。 

 

今週末は「夕涼み会」です。まだ、梅雨

明けしていませんので、週間天気予報は、

まだ雨マークもちらほら・・・。 

当日、雨が降りましたら、昨年と同様に

２部制にしようと考えています。開催時

間など、色々変わりますので、お手紙は

良く読まれてください。 

≪夏休みの登園日について≫ 

毎年、夏休みには、２回の登園日

を設けていますが、今年度は園の

下水道工事のため、トイレが１か

月ほど使えませんので、当初予定

されていました 8/6 の登園日は

中止とさせていただきます。

8/21 につきましては、まだ工事

が終わっていないため、８/２９

（金）に変更させていただきま

す。工事中は仮設トイレを設置し

ますので、キンダークラブは出来

ます。ご迷惑おかけしますが、ご

理解の程、よろしくお願いいたし

ます。 

せっかくのプール遊び。水着やプー

ルカードを忘れると、プールにはい

れません。お子様が悲しい想いをし

ないよう、しっかりチェックを！！ 

先週は、あきらちゃん＆コロッケちゃんの親子コンサートで、にぎやかな週末でした。会場がコミ

センになったため、いつもと違う事がたくさんあり、参加された方、お迎えの方、バスの方、と色々

混乱されたことと思いますが、保護者の皆様が、色んなことを間違えずに幼稚園の無理なお願いを

聞いて下さいましたことに、心から感謝いたします。あきらちゃんフィーバー、まだ続きますよ～！ 

おばけの絵本の名作です。何でも 

２４時間営業の現代の子どもには

想像がつかない暗い世界かもしれ

ません。脅かすのではなく、静かで

ミステリアスな世界を楽しんで！ 



 

  

 

 

 

 

 

                         平成２６年７月１１日（金）第５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 

 

あきらちゃん ＆ コロッケちゃん がやってきた！ 

親子コンサート ｉｎ 遠賀コミセン 

≪ＤＶＤ販売のおしらせ≫ 

コンサートの模様を写したＤＶＤを販売します。

心の広いあきらちゃんが、園の行事のビデオとし

て、撮影と販売の許可をくれました。 

行事のビデオは、今までは生活発表会だけ販売さ

せていただいていましたが、新たな試みで、今年

は行事や園生活をビデオに撮って販売してみよ

うということになりました。今回の内容は、コン

サートがメインですが、「花まつり」が特典映像

として入っています。「夕涼み会」は夜店のみの

映像です。（夜店だけなので、これはおまけ） 

欲しい方は、別紙申込み用紙を 7/15（火）まで

に園に提出してください。終園式の日にＤＶＤと

振込用紙をお渡ししますので、7/22（火）まで

に振込をお願いいたします。今回好評でしたら、

今後の行事も全部ではありませんが、販売できる

かもしれません。（希望者のみです） 

 

来週は１学期最後の週です。お手紙や持

ち帰る物が多くなります。帰りましたら、

必ずカバンの中やシール帳のチェックを

お願いします。今年の夏休みは登園日が

ありませんので、２学期のお知らせもあ

ります。２学期についてのプリント類は、

休み中に紛失しない様にお願いします。 

≪年少さんのプールの日の

変更について≫ 

年少さんは、7/15（火）にプー

ル遊びとなっていましたが、 

給食試食会がこの日に延期にな

ったため、翌日の７/１６（水）

に変更させていただきます。 

これが、最後のプールになります

ので、プールバッグ、プールカー

ドを忘れないように持たせてく

ださい。（プールカードは記入を

忘れずに！！） 

年少さんの給食試食会は、 

7/15（火）12：00～13：４0 

です。変わったのは日にちだけで

す。内容は、プリントで確認を！！ 

昨日は、台風のための休園にご理解とご協力いただき、ありがとうございました。大変な大型台風

でしたが、こちらは大きな被害も無く、幸いでした。しかし直撃した地域の方は大変だったと思い

ます。心よりお見舞い申し上げます。台風だけではなく、日本には地震や津波など色々な災害があ

ります。他の地域の事だから・・ではなく、そこから危機管理を学ぶ姿勢が大事なのだと思います。 

幼稚園のはりねずみちゃんも 

「ハリコ」です。みんなハリコちゃ

んが大好き！！おばあさんとのや

りとりに大きな愛を感じます。ほん

わか楽しい絵本です。 

http://www.amazon.co.jp/%E3%81%AF%E3%82%8A%E3%81%AD%E3%81%9A%E3%81%BF%E3%81%AE%E3%81%AF%E3%82%8A%E3%81%93-%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%82%91%E4%BD%9C%E7%B5%B5%E6%9C%AC%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA-%E3%81%AA%E3%81%8B%E3%82%84-%E3%81%BF%E3%82%8F/dp/4834015645/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1404901070&sr=8-2&keywords=%E3%83%8F%E3%83%AA%E3%83%8D%E3%82%BA%E3%83%9F%E7%B5%B5%E6%9C%AC
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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 

《ぽっぽくらぶ運動会のおしらせ》 

別紙でもお知らせしておりますが、８月３０日（土） 

に「ぽっぽくらぶ運動会」を行います。就園前のお子

様はどなたでも参加できます。講堂で冷房を入れて

行いますので涼しいです。お友だち等お誘いあわせ

のうえお越しください。（申込みは別紙のとおりです） 

＜絵本のよみきかせのすすめ> 

夏休み、子どもが落ち着かないで困る、

もうくたくた…なんて時、親も腹をくく

りましょう。特効薬があります。絵本の

読み聞かせです。お部屋を涼しくして、

テレビやゲームを止めて、ゆっくりじっ

くり読んであげてください。きょうだい

が居る時でも理想は一人１冊。それぞれ

順番に膝に乗せて、抱っこして、ゆった

り読んであげましょう。１回じゃだめか

もしれませんが、短い時間でも２,３日続

けると落ち着いてきます。絵本は心の安

定剤です。親子で安らかな時間を！ 

今季 

年少さんの給食試食会は、台風の

ため、延期になったにもかかわら

ず、多数ご参加いただき、ありが

とうございました。これで、全学

年終了しました。アンケート結果

を基に、献立や内容の見直しなど

進めていきたいと思っています。 

レシピ紹介なども考えています。 

早いもので、１学期も今日で終わり。明日は年長さんドキドキのお泊り保育です。家族と離れて

よそに泊まる（ドキドキ！）夜の幼稚園ってどんな？（ドキドキ！！）お化け大会がある（キャー！！） 

「なんで子どもたちを怖がらせるんですか？」と聞かれた事があります。お化けを使って、怖がら

せることが目的ではありません。目に見えるものを怖がるのではなく、見えぬものへの「畏れ」を

感じてもらいたいのです。その感情には敬う気持ちが伴います。「畏れる」は、「自分よりはるかに

力のあるものを尊い、怖いと思う気持ちを表わす」という意味があります。「お天道様は知っている」

と昔から言うではありませんか。こそこそ隠れて悪いことをしている犯罪者は、こんな気持ちが無

いのでしょうね。そんな気持ちを養うのに、お化け大会がベストがどうかはわかりませんが、日本

には、古来から「きもだめし」の伝統があります。「畏れ」を感じる良い機会だと考えます。今は怖

いだけかもしれませんが、大きくなれば良い思い出になることでしょう。お泊り保育のお化け大会

は、遊園地のアトラクションとは違います。この違い、お分かりいただけるでしょうか？ 

 最後になりましたが、１学期間たくさんのご理解とご協力ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夏休み中に、幼稚園内にステキな絵本コーナー

を新設します。場所は今のところ秘密・・・。 

子どもたちに絵本の楽しさをいっぱい味わって

もらえるよう、良い絵本や図鑑など揃えていく

つもりです。新しい本選びは、私にとって、 

楽しい作業になりそうです。２学期から使って

いただけますよ～。お楽しみに！！ 



 

  

 

 

 

 

 

                         平成２６年９月４日（木）第７号 
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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 

体操教室の先生が替わりました 

体操教室の中本先生が退職されまし

たので、２学期から古内先生に指導し

ていただくこととなりました。どうぞよろし

くお願いいたします。 

＜子どもにとって園行事とは？＞ 

園に在籍中、子どもは多くの行事を経験しま

す。お誕生会等、子ども自身が頑張らなくて

も良い行事もたくさんありますが、２学期

は、「運動会」「生活発表会」の二つの大きな

行事があります。ここで、かっこいい姿を見

せられれば、その子の大きな自信になりま

す。でも、本当に大切なのは、かっこいい姿

になるまでの「練習」だと思います。お友だ

ちの姿を見て学ぶことも多いでしょうし、練

習の中で、決まりや約束を守る場面も多くで

てきます。この２学期は練習期間に注目して

みてください。もし、「もういやだ～」と言

ってもこれが大事なんだよ～と励ましてあ

げてくださいね。ちゃんと話せば解ります。 

２学期が始まりました。今年の夏は雨ばかり。お家の中で過ごすことが多かったのではないでし

ょうか？そのせいか、「はぁ～！やっぱり幼稚園はいいなあ～～！！」と言ったお友だちもいました

よ。エネルギーが有り余っている様子のこどもたち、お外で思いっきり走り回って、お友だちや先

生といっぱいおしゃべりして、遊んで元気いっぱいです。これだとお母様方も安心して、しばし夏

の疲れを癒す事ができますね。 

１日の除草作業には、１００名近くの保護者の方が参加してくださいました。お天気が怪しかっ

たのですが、例年よりずいぶん涼しく、雨の後で土も軟らかく、割に作業はしやすかったです。 

それでも約１時間の草取りは大変だったと思います。園庭も畑も見違えるほどきれいになりました。

大変ありがとうございました。 

 ２学期は「運動会」「生活発表会」と大きな行事があります。また保育参観もありますので、お子

さまの成長が間近に見られる時期でもあります。子どもたちの成長は本当に嬉しく、私たち大人に

大きな元気を与えてくれます。今学期も園と家庭が手をとりあって、頑張って子育てしましょうね！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

「えほんのへや」完成しました！！ 

２階の廊下の一角に絵本コーナーを造りまし

た。みんな、「絵本大好き！」になってもらいた

いなあ・・・。 

 

http://ameblo.jp/ongachuou/image-11916891390-13049938761.html


 

  

 

 

 

 

 

                         平成２６年９月１６日（火）第８号 
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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 

体操服のゼッケンはついています

か？体操パンツ・カラー帽子のゴムは

ゆるんでいませんか？靴のサイズは

合っていますか？練習でも大事です。 

＜やけど虫に注意！！＞ 

やけど虫って知ってますか？この虫の出す体液

に皮膚が触れると、やけどのような症状をおこ

すそうです。手について、その手で目をこすった

りすると失明することもあるそうです。 

そんな怖い虫が町内で発見されています。浅木

小学校と広渡小学童にいたそうです。被害者

はまだ出ていないようですが、ご家庭でも気を

付けられて下さい。体長は７ｍｍと小さいです。

詳しくはネットで調べるか役場にお尋ねください。 

 
 

運動会の練習が始まりました。１２日（金）が初めての全体練習だったのですが、今年は２学期

が元気いっぱいにはじまりましたので、練習もスムーズにスタートしたように感じます。９月のお

やくそくの中に「人の話を聞くときは、その人の顔を見る」というのがあります。本当にみんなよ

くわかっていて、練習の始めに私がお話しした時も、しっかりこちらを見てくれて、子どもたちの

視線が痛いくらいでした。その中で、「運動会の練習はきついけれど、しっかりがんばりましょう」

というお話と、「朝ご飯はしっかり食べてきましょう」というお話をしました。「朝ご飯食べてきた

人！？」と聞くと、みんな元気よく「はーい！！」と手を上げていましたが、「食べてない人は？」

の問いにも「はーい」とちらほら・・・。質問がよくわからなかっただけかもしれませんが、過去

にも、本当に食べて来ていない子がいました。「なかなか起きない」「時間が無い」「食べたがらない」

など、忙しい朝は色々大変と思いますが、「早寝・早起き・朝ご飯」は本当に大事です。みんなが元

気よく活動している時に、ぼーっとなかなか動けません。給食を食べると、とたんに元気になりま

す。動きも大事ですが、何よりお腹をすかせてるのは可哀そう。特に体力を使うこの時期、量は少

なくても、内容に更に気をつけていただくと嬉しいです。（パンよりごはん、ゼリーよりバナナ等） 

運動会に向けてみんな生き生きと楽しそうです。どうぞ楽しみにされていてくださいね。 

 

 

 

 

 

 

 
いろんな動物のおべんとうが出てくる絵本で

す。行楽シーズンになりました。遠くへ行かな

くても、好きなものを入れたお弁当があるだけ

で、うきうきしますね。ほのぼのとして、近く

の野原におでかけしたくなる絵本です。 

 

岸田衿子・山脇百合子

さんのステキなコンビ

の作品です。幼稚園の

えほんのへやにありま

すよ。 
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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 

《東北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、東北物産展を行います。今年は、

宮城県山元町を応援します。10/1 に発売された

ばかりの超美味しいトマトジュース「このゆびとまと」

やりんご（信濃スイート）、山元町への応援メッセージ

が送れる「幸せの黄色いハンカチ」。昨年好評だっ

た閖上朝市の「おつまみ昆布」「あぶり鰯」もありま

す。八女の超美味しい「仁田原さんの里芋」・「オリ

エンタルゆり」もあります。震災以来、４回目の応援

バザーとなります。９月の終わりに、宮城県の亘理

町、山元町に行き、まだ仮設の保育園 2 園に伺わ

せていただきました。園長先生はじめ、先生方も仮

設住宅から通われている方が何人もおられました。

大人も子どもも皆頑張っておられます。遠く離れた

私たちにできることは限られていますが、こんな形で

も応援できたらいいなと思って、続けさせていただい

ています。ご協力いただけたら嬉しいです。 

どうぞお誘いあわせのうえ、覗いてみてくださいね！ 

＜クラウンバルーンショーのおさそい> 

11 月 1 日（土）に遠賀中央幼稚園に、

広島からクラウンピエロさんたちがやっ

てきます。ショーと風船のプレゼントが

ありますので、ご家族でお出かけ下さい。

登園日ではありませんので、参加は自由

です。時間は、10：00～11：00 です。

プレゼント風船の数を把握するため、後

日参加申込書をお配りします。参加され

たい方は、予定にいれられておいてくだ

さいね。すばらしいクラウンさんです！ 

 

遠賀町より、 

お菓子をいただきました！！ 

10/13 に予定されていた町民ピ

ックが台風で中止になりました

ので、幼児の競技のお土産を園児

にと、いただきました。今日、持

ち帰っています。ピーナッツが入

っていますので、食べる時には誤

嚥に注意してくださいね。 

当園の造形教室の松崎宏史先生（美術作家 Studio 

Kura 代表）が実行委員長を務める「糸島国際芸術祭

2014：糸島芸農」が先週から行われています。子ど

も向きイベント、おもちゃの＜かえっこバザール＞18

日（土）11:00～16:00 詳しくは「糸島芸農」で検

索してみてください。Facebook ページもあります。 

 

芸術の秋

まずは 

運動会が終わって、もう 2週間。 

子どもたちの元気はまだまだ続いています。

まずは、あいさつが大変よろしい。「おはよ

うございます！」と声も大きいし、生き生き

としています。動きも機敏になり、年長さん

などはさっと自分の事を終えたら、軽々と外

へ飛び出します。鉄棒もなわとびもどんどん

上手になっています。運動会で、体も心も

大きく成長した様です。お家の皆さんも元

気をいっぱいもらった事でしょう。輝く姿を

見せてくれた子どもたちに感謝！保護者の

皆様も大変ありがとうございました。 

10月 25日（土）10：00～14：00 

http://studiokura.info/
http://studiokura.info/
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今のところ、インフルエンザにかかっている人は 

居ません！！すごいですね～、マラソンの効果 

でしょうか・・・？ 

発表会の最中、講堂は閉め切った状態になります 

ので、心配な方はマスクを着用された方が良い 

でしょう。明日まで何とか発熱などしないで、 

頑張れ！こどもたち！！ 

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 

《明日は生活発表会です》 
さてさて、いよいよ明日となりました。「うまくできるか

な～？」と心配なのは、お家の方ではないでしょう

か（笑）大丈夫ですよ。子どもたちは自然体です。 

きっとたくさんのお客さんを前に、ドキドキするとは思

いますが、テンションが上がり、練習以上の出来栄

えになると思います。毎年そうなんです。 

ここ十数年は、本番に泣く子がほとんど居なくなりま

した。度胸ができたというよりは、「ステージに上が

る」・「人前に立つ」という事が、昔ほど特別な事で

はなくなってきているのでしょう。TV ではお笑い芸

人さんやタレントさんたちも普通に近所を歩いていそ

うな姿で、普通の会話をしてますものね。 

明日は、それぞれに衣装をつけて、踊ったり、劇を

したりします。学年ごとに、それぞれの可愛さ、成長

を感じていただけることと思います。我が子だけでな

く、ほかのクラス、学年も見られたら楽しいと思いま

すよ。よく出来ましたら、たくさんの拍手で子どもたち

に「ごほうび」をくださったら嬉しいです。衣装などた

くさんご協力いただき、大変ありがとうございます。

明日もどうぞよろしくお願いいたします。 

＜幸せの黄色いハンカチ> 

高倉健さんが亡くなられて、追悼番組

でも映画が放映されてましたが、それ

ではなく、１０月のバザーでご協力を

お願いした宮城県山元町の「幸せの黄

色いハンカチ」です。１枚は園に、１

枚は山元町に送り、お互いに元気メッ

セージをはためかせたいと思います。

もっと早く送るつもりでしたが、園に

はためく黄色いハンカチを保護者の皆

様にも見ていただきたいと思い、明日、

テラスに飾ることにしました。どうぞ

ご覧いただき、山元町だけでなく、４

回目の冬を迎える被災地に心を寄せて

いただきたいと思います。山元町には、

今もたくさんのボランティアさんが行

かれています。無くなってしまった防

風林を作るためにどんぐりの実を発芽

させて植えています。こんな気が遠く

なるような長期計画もあれば、急を要

する事もあります。私たちにも何かで

きることがあると思います。 

 

ねずみの大家族のお引

越し。家族みんなで助け

合って新しいお家と冬

の間の食糧も準備OK！ 

家族でぬくぬくして楽

しんで下さいね。 

≪おすすめ絵本≫ 



 

  

 

 

 

 

 

                       平成２６年１２月２４日（水）第１２号 

２学期も今日で終わり。明日からは、子どもたちにとっては嬉しい楽しい「冬休み」が始まります

ね。色々ご予定があると思います。クリスマス、お正月、いつも会えない人たちに会える時期でも

あります。終園式では、畳や床に正座してのごあいさつの仕方を練習しました。きちんと座って、

ひざの前に両手で三角を作って、おじぎをします。「あけましておめでとうございます」や「あり

がとうございます」など、正座でのおじぎは、日本人として知ってて損はありません。日本の文化

ですものね。文化の断絶は一瞬でできますが、継承は地道な努力が必要です。きちんとご挨拶をし

て、きりっと新年を迎えてみませんか？ 

２学期間、大きな行事が多く、保護者の皆様には大変助けていただきました。本当にありがとうご

ざいます。ご家族揃って、どうぞ良いお年をお迎えくださいね。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

＜幸せの黄色いハンカチやいろいろな事> 

個人懇談の時期から、テラスに展示していた黄色いハンカチは、終園式で子どもたちにお話をした

後、山元町の渡邉修次先生へ送らせていただきました。また、１１月に販売した年中さんの「大根」

の売上 7,800 円は、名取市の「美田園わかば幼稚園」に送らせていただきました。遅くなりました

が、報告させていただきます。ありがとうございました。 

「黄色いハンカチプロジェクト」はもちろん、桑の葉摘み 

や除草作業など、人手の要る作業がたくさんあり、多くの 

方々がボランティア活動されています。渡邉先生のように、 

コーディネイトする方が居なければ、色々な事が進んでい 

かないのです。お休みの間に、一度検索してみてください。 

微力でも、何かお手伝いしたいと思います。 

                             

わがままなてん

ぐちゃんが、とっ

ても可愛い！ 

子どもの言い分

を聞いてあげた

くなります。 

冬休みの≪おすすめ絵本≫ 

親子で銭湯。 

パンダって本当

は・・・？ 

パンダ好き必見

の絵本です。 

大人も（が？）

楽しい！ 

 



モンゴルへ 

衣料品と車いすが届きました！！ 

先日から、たくさんのご協力ありがとうござ

いました。一昨日に全部の荷物がウランバ

ートルに届き、衣料品は昨日バザーが開催

され、たくさんの方々の手に渡りました。 

貧困家庭には個別に配布されるそうです。

バザーの動画をブログに UP していますの

で、良かったらご覧ください。車いすもムン

フジンちゃんという９歳の女の子に渡してい

ただきました。こちらも写真をブログでごら

んください。遠い国モンゴルに皆さんの温か

い気持ちが届きましたね。モンゴルに比べ

たら東北は近いですね～！今後もできるこ

とはやっていきたいと思います。 

ウランバートルの JICAの皆さん、繋いでい

ただき、ありがとうございました。 

 

 

  

 

 

 

 

 

                       平成２７年１月３０日（金）第１３号 

ご無沙汰しておりました。３学期が始まったかと思った 

ら、あれよあれよと、もう月末。子どもたちは、とっても 

元気！！毎日のマラソンの甲斐あってか、例年に比べて 

風邪ひきさん、嘔吐下痢にかかる人がとても少ないです。 

（インフルエンザも！）走るのも速くなり、体も強くなり、 

良い事だらけですね。 

明日は、造形教室１年間の集大成の「作品展」です。 

年長さんの焼き物は学年の先生たちの指導ですが、見事 

な出来栄えです。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。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。今年は、「なお

みの会」という作業所から、所員さんたちがおみえに

なり、米粉クッキーや手織りの手芸品など販売しま

す。園長は、秋のバザーで販売した宮城県山元町

の超美味しいトマトジュース「このゆびとまと」（限定 

１５本！！）と「ぺさんのキムチ」を販売します。 

園で使っていた絵本等もお分けします。 

どうぞお誘いあわせのうえ、お越しください。 

現在、インフルエンザにかかっている人は、わず

か２名ですが、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！！ 

結婚おめでとう！！ 

つき組の錦戸あやの先生が、春休み

に結婚されます。幼稚園は今まで通

り勤めていただきます。 

４月からは嶋田あやの先生になら

れます。これからもよろしくお願い

いたします。 

モンゴルのお話。 

今回の交流をきっ

かけに、親子でイメ

ージをふくらませ

てください。 

 

1月３１日（土）9：30～13：00 



 

 

  

 

 

 

 

 

                       平成２７年３月２０日（金）第１４号 

あっという間に３月だ～！と思っていたら、昨日は涙と

感動の卒園式を終え、今日が修了式。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、私たちは子どもたちに充分な事がして

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？まだまだ足りない事もあったと思いま

すので、来年度、また気持ちを新たに頑張りたいと思いま

す。進級されるとお子様は更に色々な成長を見せてくれま

す。子育ては大変だけれど、HAPPY がいっぱい！困った

ときはいつでもご相談下さい。親も子もみんなまとめて面

倒見させていただきます(笑)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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

在園中は保護者会バザーの東北物産展や作品展のミニバザ

ー、モンゴルへの衣料品の提供等、たくさんのご協力ありがとうご

ざいました。先週、福岡市で行われたグリーンコープの防災講演

会で、宮城県山元町の渡辺修次先生がおみえになっていました

ので、お会いしてミニバザーの売上 6,830 円をお渡しすることが

できました。 

モンゴルからもお礼の大きなお手紙が届いています。テラスに

掲示していますので、是非ご覧ください。 

 

人や地域に支えられている私たちですので、 

恩返しのつもりで、できることはやっていき 

たいと思っています。 

別紙で「やまもと語りべの会」の 

応援団募集のお知らせをお配りしています。 

ご協力いただけたら、嬉しいです。 

今後もバザーなど、是非おいでくださいね。 

 

今後もバザー等 

みんな、わたしのこと、かわいがってくれて

ありがとう！ 

4月からもよろしくね～～！！ 

ぼくも 

よろしく

～！！ 

「うまれてきてくれてありがと

う」この言葉で親も子も勇気づけ

られますね。赤ちゃんの匂いに胸

がキュンとなるような絵本です。

子どもをぎゅっと抱きしめたく

なります。 


