№５−１

園 だ よ り ―夏休み―

令和４年７⽉ 15 ⽇
浦和明の星幼稚園
園⻑

栗⽥ 亨

６⽉末に梅⾬が明け、猛暑の⽇が続いたと思ったら、⾬降りに戻るという不安定な天気が続いてい
ます。そんな中でも⼦どもたちは、条件が揃えば園庭で元気に遊んでいます。園⻑室の窓を開けると、
⼦どもたちの歓声と共に、濃い桃⾊の花が咲き誇る姿が⾶び込んできます。夾⽵桃です。
11 ⽇のお誕⽣⽇会では、年⻑さんが今年初めて実施する「たのしいたのしいらっきーday」につい
て、クイズを交えて紹介しました。これは、コロナ以前はお泊り保育、去年はお楽しみ保育として、
スイカ割りや花⽕などを⾏っていたものです。４⽉にお伝えした「⼩学校へとつながる教育計画」で、
⾃分で考え、幼稚園⽣活を進める機会を作ろうと、活動の⼀コマを⼦どもたちに任せました。話し合
いの結果、世界で⼀つだけの T シャツを作り、ファッションショーをしように決まり、今ノリノリ
で準備を進めています。内容に合わせて⼦どもたちが「たのしいたのしいらっきーday」と名付けま
した。続いて、年少・年中さんが楽しみにしている「納涼祭り」
。先⽣のように格好よく踊るにはど
うしたらいいか、３問のクイズで考えました。①七⼣様にお願いしたり、お祈りしたりする。②「⾝
体を⼤きく動かす」と詳しく表す。③「指先をピンと伸ばして踊る」のようにめあてを⽴てて練習す
る。⾏事や夏休みなど、普段と違った活動をする時には、先⽣や友だちと相談して、ちょっと頑張れ
ばできそうなことを「めあて」にして取り組むとよいことをお伝えしました。
終業式では、年少、年中、年⻑それぞれ⼀学期を振り返りました。泣かないで登園できるようにな
ったこと、友だちと仲良く遊ぶようになったこと、クラスの仲間と「らっきーday」のように幼稚園
⽣活を進めようという気持ちになってきたことなど、みんな⼤きく成⻑したことを確認しました。続
いて、⻑い⻑い夏休みに⼤切にしたいこと、ベスト３を考えました。
➀ 安全に、元気に過ごす。
② 家の⼈との楽しい思い出をつくる。
③ 規則正しい⽣活をする。
どれも⼤切です。そのためには、
「幼稚園がある時と同じ時刻に起き、寝る」
「嫌いな⾷べ物にも挑
戦する」
「⼀⼝ 30 回以上噛んで⾷べる」
「冷たい物を飲み過ぎない」
「⾷事の準備や⽚付けをする」
「⾷べたら⻭を磨く」
「三密を避ける」
「外で遊ぶ時は帽⼦を被る」など、夏休みに挑戦したいこと、
頑張りたいことを決めます。ここで、⼤切なのは、お家の⼈とよく話し合って、⾃分で決めることで
す。⾃分で決め、挑戦する。最後まで⾃分でやり通す。例え、家族からたくさんの援助を貰ったとし
ても。これらの原体験が、⼦どもに⽣涯に渡って頑張る⼼や⼒を付けることになります。そして、こ
れらは夏休みに、ご家庭でしかできない貴重な体験です。⼦どもたちには、この夏を是⾮、
「挑戦す
る夏休み」にしましょうというお話をしました。
夾⽵桃は、インド原産で、乾燥、洪⽔、猛暑、寒⾵に鍛えられ、江⼾時代⽇本に⼊ってきた⽊だそ
うです。⼦どもたちもこの⽊に負けないように、暑い夏を安全に、元気に過ごせますよう、また、お
家の⼈と楽しい思い出をたくさんつくることができるように、お祈りします。保護者の皆様には、お
⼦様が⾃分に合っためあてを⾒付け、達成できますように、⼗分話し合って⾒守っていただければと
思います。達成感にあふれた⼦どもたちと再開することを楽しみにしています。挑戦する夏休みを。
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「なつやすみのおもいで」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。⻑い夏休み、“ちょうせんしたいこと”や“がん
ばりたいこと”を親⼦で⼀緒に考え、この表を有意義にお使いください。
① 夏休みの「めあて」をお⼦さまと⼀緒に考え、お⼦さまが⾃分で決めるようにしましょう。
② どこまでできたか振り返り、
「なつやすみのおもいで」にまとめてください。
③ お⼦さま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。
提出日 ９月１日（木） 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。２5 ⽇（⽊）
は、８⽉⽣まれのお友だちのお誕⽣⽇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２3 ⽇（⽕）〜２5 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、⻨わら帽⼦
【持ち物】お弁当、上履き、スモック、カラー帽⼦、エプロン、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
※昨年度より、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。
お⼦さまの送迎は、保護者がお願いいたします。
開催の詳細は HP にも掲載します。ご近所に該

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
ンを返却いたします。年⻑組は、お楽しみ保育
後に持ち帰ります。

当の⽅がおられましたらお知らせください。

中⾝を揃えて夏季保育初⽇８/23（⽕）に持たせ

【⽇ 時】８⽉ 26 ⽇（⾦） 14：00〜15：30
【持ち物】上履き、⽔筒、マスク着⽤

てください。

※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。
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。

３ 体操着のズボン持参について

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

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

３ ２学期のプールについて

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

９⽉もプール指導を⾏います。

対にしないようお願い致します。取り扱いには

年⻑・ちゅうりっぷ１組…9/6（⽕）
年中・ちゅうりっぷ 2、３組
…9/7（⽔）

⼗分ご注意ください。

※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。

お願い

最近、駐⾞場利⽤や園児の送迎時について、⼤変

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）

残念な苦情が寄せられています。
・体育館下の駐⾞場で、換気のためドアを僅か開け
て駐⾞していたら、隣に⼊ってきた⾞の運転⼿に
⼩⽯を投げられた。
・駐⾞場と園を結ぶ歩道の⽣け垣の⼟の塊が、路⾯
にばら撒かれていた。
・降園時、⼤六天公園で⼦どもが公共の⽔を使って
⽔遊びをしているにも関わらず、おしゃべりに夢
中になっているなど、我が物顔で使っている。

公共の場は、みんなのお手本となる使い方を
したいし、させたいものですね。
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＜８⽉の⾏事予定＞
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※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（8/10（⽔）までに残⾼をご確認ください）
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 No.5-2
年⻑、ちゅうりっぷ 1 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
プール指導
年中、ちゅうりっぷ 2、３組
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⽉⽣まれのお誕⽣⽇会
年⻑ 英語指導
教育相談⽇
星の⼦の集い（１年⽣）
教職員防犯研修会

＜９⽉の主な⾏事予定＞
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⽊
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⽉

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
預かり保育なし
引き渡し訓練 （荒天の場合中⽌、7：30 にメール配信をします）
※預かり保育納⼊袋８⽉利⽤分のコピー提出締切
通常保育 14 時降園
給食開始
プール指導
体操着登園
年⻑、ちゅうりっぷ１組
体操着登園
年中、ちゅうりっぷ 2、３組 プール指導
年中 英語指導
年⻑ 卒園アルバム写真撮影 制服登園
※詳細は別紙（配布済み）
聖⺟マリア様の誕⽣⽇ 年⻑・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）
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（9/9（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
第３回幼稚園⾒学会（未就園児対象）
秋分の⽇（祝⽇） 休園
９⽉⽣まれのお誕⽣⽇会
教育相談⽇

運動会について
【⽇程】 2022 年 10 ⽉ 8 ⽇（⼟）
予備⽇①10/9（⽇） ②10/10（⽉）
【時間】 8：45〜12：00（予定）
令和 4 年度の運動会は、年⻑児の頑張りを⽬指す姿として下学年の⽬に焼き付けられるよう、全学年
⼀緒に執り⾏います。参観⼈数の制限を外し、ご家族皆さんで応援していただけるようにと考えていま
す。また、未就園児のかけっこ、卒園児の綱引きも⾏いますので、該当のお知り合いの⽅にお知らせく
ださい。
※コロナの感染状況により、変更になる場合があります。

