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園 だ よ り ―夏休み―

令和３年７月１６日
浦和明の星幼稚園
園長

栗田 亨

朝早い通勤の道すがら、草むらからすっと伸びた頂に透明感のある黄色い花がいくつも咲いているのを見

かけるようになりました。マツヨイグサ（=待宵草）だと思われます。宵を待つように夕方から朝早くまで
花を咲かせるので、月見草とも言われるそうです。この花を見ると夏休みが近づいたと感じます。

過日の夏休み預かり保育利用計画書について、急なご依頼にも関わらず、締め切りまでに 9 割の方から回

答をいただきました。有難うございます。それによると、連日 40 名以上の利用が予想されるため、園では

午前、午後それぞれ教職員３名体制で臨むことにしました。相変わらずのコロナ禍です。ご利用に当たって
は、必要不可欠の場合のみでお願いします。また、個人面談では、お子様の様子について園と家庭とで話し

合いができたこと大変意義深く、両者が協力してこれからの保育に活かしていきたいものです。さらに、貴
重なご意見もいくつかいただきました。それらは、内容を精査した上で喫緊の課題から全教職員で改善策を
検討していきたいと思います。詳しくは、園だより 9 月号でお知らせする予定です。
さて、7 月９日に行われたお誕生会では、次のようおなお話をしました。

７月になって、しっかりした声で「お早うございます」と挨拶ができるお友達が一人増えました。このお
友達は、年中組迄は園では全くという程、ハッキリとした声では喋りませんでした。でも、お家ではとって
も元気に話をするということでした。年長組になって、毎朝一緒に登園するお母さんがとても心配して、家
でしっかりした声を出して挨拶をする練習をしたようです。毎日、園長先生の前で立ち止まり、お母さんに
促されて挨拶をしようとしました。頭をペコリと下げますが、声にはなりませんでした。その頑張っている
姿を見て、園長先生は「ご苦労様」と声を掛けました。何日も続けている内に、かすかに「お早うございま
す」と言う声が聞こえるようになりました。園長先生は「おりこうさん」と応えました。段々園長先生から
離れた所から挨拶をする練習をしました。すると、ある日突然しっかりした声で「お早うございます」と言
えるようになりました。お母さんも園長先生も大喜びしました。今では、玄関の一番遠くに居ても聞こえる
大きな声で挨拶ができるようになりました。
少し難しいですが、「継続は力なり」という言葉があります。続けることで力が付く。できるようになる
という意味です。そのお友達が、何日も何日も声を出す練習をして挨拶ができるようになった姿を見て、続
けることは凄いことだなあと改めて感じました。
挨拶でも何でも、あることが自然にできるようになるには、３週間、２１日くらい毎日続ける必要がある
と言います。夏休みは、４３日間もあります。めあてを決めて毎日続けることで、何かが身に付くことにな
ります。反対に、何もしないでいれば、何も身に付かないまま、ボーと生きていることになってしまいます。
園長先生は、身体が固いし、左肩を怪我してうまく回せないので、朝幼稚園で皆さんを迎える時にやって
いる肩を回す運動を、夏休み中も毎日続けて、夏を元気に過ごしたいと考えています。長い夏休み、皆さん
は、どんなことに挑戦しますか？ちょっと頑張ればできること、毎日できることなどをお家の人とよく相談
して決めて、続けてください。夏休みが明けたら何ができるようになったか園長先生に教えてください。
夏休み、お子様の「継続は力なり」を支えるのは、上述のように保護者の皆さんのお力添えです。何がし

たいか、どうすればできるようになるか、お子様とよく話し合ってめあてや方法を決めてください。その際、
夏休み歯磨き表のように、毎日印を付けてできたかどうか見える化するのも手です。大切なことは親が先回
りすることなく、一歩引いて見守ることです。

楽しい夏休み、月見草が咲いているのを見られるくらい、毎日早起きをしてめあてを達成したいですね。

Ｎo５－２

A「なつやすみのおもいで」
、B「なつやすみはみがきひょう」について
幼児期の親子での夏の思い出は、生涯忘れえぬ大切な宝物になります。今しかできないことを親子
で体験し、楽しい夏休みをお過ごしください。長い夏休み、“がんばりたいこと”や“おてつだい”など、
お子様が挑戦したいことをご一緒に考えてください。この表を、親子で有意義にお使いください。
A ①夏休みの「めあて」を考え、お子様に決めさせてください。
②できたかどうか振り返り、
「なつやすみのおもいで」にまとめてください。
③お子様が描いた夏休み中の思い出の絵を中心に、写真や保護者の方からのコメントを
添えて親子で楽しく仕上げてください。
（写真は、お家で楽しかったことの物でも構いません）
＊2 学期、クラスに掲示しみんなで認めを行います。
B 幼稚園生活で習慣になっている歯磨きを、夏休みも継続して頂きたいです。
最後に保護者の方からのコメントをお願いします。
提出日 ９月１日（水） A-4 透明クリアファイルに入れて提出

夏季保育について
久しぶりにお友だちや先生と会い、夏のあそびを楽しみながら、２学期に向けて園生活のリズムを整え

ます。今年度はプール指導を行います。該当日はプール用品をお持たせください。２６日（木）は、８月生
まれのお友だちのお誕生会を、各クラス放送で行います。３日間ともお弁当を持たせてください。
【日 程】８月２4 日（火）～２6 日(木)

【時 間】通常保育 １４時降園 預かり保育あり ※通常通りスクールバス運行
【服 装】体操着、麦わら帽子

【持ち物】お弁当、上履き、スモック、カラー帽子、エプロン、歯磨きセット、タオル１枚、
お着替え袋（水遊び用タオル含む）
、体操着ズボン、予備マスク 3 枚（年少のみ）

プールの日はプールカード、プール用品

※今年度より、夏季保育３日間は保育日数に入ります。

欠席の場合は、必ずバスキャッチにて連絡してください。
（間に合わない場合は、電話でご連絡ください）
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お知らせ
１ 星の子のつどいについて（1 年生）
コロナ対策の為、お子さまのみで行います。

２ お着替え袋について
お預かりしているお着替え袋と体操着ズボ

お子さまの送迎は、保護者がお願いいたします。

ンを返却いたします。年長組は、お楽しみ保育

なお緊急事態宣言が発令された場合は、中止と

中身を揃えて夏季保育初日８/２４（火）に持た

開催の詳細は HP にも掲載します。
なります。ご了承ください。

【日 時】８月２3 日（月） 14：00～15：30
【持ち物】上履き

後に持ち帰ります。
せてください。

３ 体操着のズボン持参について

※遠方で帰宅が難しい方などには、保護者待機

場所をご用意いたしますので、ご利用くださ

い。

お着替え用の体操着ズボンは、運動会まで持

たせてください。

４ 写真や動画の取り扱いについて
２ 出席カードの７月分記入について
７月分の出席日数は、8 月にお預かりした際

に記入します。

園行事等で、ご自分のお子さま以外の子ども

の様子を勝手に撮影したり、それを関係者の了
解を得ずにソーシャルネットワークサービス

（SNS）にアップしたりするようなことは、絶

３ ２学期のプールについて
９月もプール指導を行います。

年中・ちゅうりっぷ３組

…9/7（火）

年長・ちゅうりっぷ１、２組…9/8（水）

※これをもちまして今年度のプール指導は
終了となります。

対にしないようお願い致します。取り扱いには
十分ご注意ください。

スクールバスでのお願い
バス停は、ご近所の方々のご理解の上で設定さ

せていただいております。公共の場だということ
をご理解いただき、迷惑にならないようご協力く
ださい。

お願い
１ 個人用品について
のり、クレヨン、サインペンは、補充や直し

が必要なお子さまのみ持ち帰ります。

【のり】ご家庭で補充又は園で購入してください。
※ご家庭で補充した糊は粘度が緩く扱い

にくい場合がありますので、園での購入
をお勧めします。
（２8０円）

【クレヨン】書けないもの、短すぎるもの、折れ

ているものは直し、又は補充してく
ださい。使い切った場合は、ケース

に入るものを補充してください。
（キャラクターものは不可）

【サインペン】書けないものは水性ペンでケース

に入るものを補充してください。

（園で購入可能 ばら売り 1 本 110 円

ケース売り 930 円）

① バス停までの送迎の際は、お子様としっかり手
をつなぎ道路へ飛び出さないようご注意くださ
い。

② 鞄、荷物は自分で持って、乗車順に並んで待つ
ようにお願いします。

③ お子さまをバスに乗せた後は、バス停で立ち話
せず、すぐにお引き取りください。

④ 小さなお子様をお連れの場合は、バス発着時必
ず手をつなぎバスに近づかないようにしてくだ
さい
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＜８月の行事予定＞
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2 号認定者預かり保育納入袋７月利用分のコピー提出締切
＜納入袋の保護者名は、認定保護者をご記入ください＞
保育料引き落とし（8/11（水）までに残高をご確認ください）
星の子の集い（１年生）
教職員防犯研修会
夏季保育 通常保育 １４時降園 お弁当持参 預かり保育あり 夏季保育の詳細はＮｏ５－２
年中、ちゅうりっぷ３組
プール指導
夏季保育 通常保育 １４時降園 お弁当持参 預かり保育あり
年長、ちゅうりっぷ 1、2 組 プール指導
教育相談日
夏季保育 通常保育 １４時降園 お弁当持参 預かり保育あり
８月生まれのお誕生会
年長 英語指導
教職員 AED 研修

＜９月の主な行事予定＞
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3
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水
木
金
月

7

火

8

水

始業式
午前保育 １１時降園
預かり保育開始
午前保育
１１時降園
午前保育
１１時降園
通常保育 14 時降園
給食開始
聖母マリア様の誕生日 年長・年中 チャペル訪問 （年少組は各保育室でお祝いします）
※お祝いにゼリーを食べます（全学年）
年中、ちゅうりっぷ３組
プール指導
体操着登園
年長 卒園アルバム写真撮影 制服登園
※詳細は別紙（配布済み）
年長、ちゅうりっぷ 1、2 組 プール指導
体操着登園

10
11
13
17
20
23
24
27

金
土
月
金
月
木
金
月

2 号認定者預かり保育納入袋８月利用分のコピー提出締切
第２回幼稚園見学会（未就園児対象） 在園児休園
９月分保育料引き落とし（9/10（金）までに残高をご確認ください）
第２回なかよし教室（未就園児対象）
敬老の日（祝日） 休園
秋分の日（祝日） 休園
第３回幼稚園見学会（未就園児対象）
９月生まれのお誕生会

楽しい夏休みを過ごしてくださいね！

