
№２－１     
                                 令和４年４月 28日 
                                   浦和明の星幼稚園 

 園 だ よ り ―５月―       園長  栗田 亨 

 

 
ピンクの桜のがくが落ち切ったと思ったら、一気に若葉が芽を吹きました。初夏の日差しを感じま

す。懇談会には、大勢お集まりいただき有難うございました。旧執行部の皆さんが音頭をとってくだ
さったお蔭で、新役員も滞りなく決まりました。有難うございます。5 月 16 日（月）には、所属が
決まり新しい正副会長、部長などが選出されると聞いています。どうぞよろしくお願いします。 

 
23 日（土）全園児登園、こどもの日のお祝いでは、普段なかなか一緒に来られない父親連れや卒

園生と共に登園する子も多く、玄関先は大賑わいを見せました。バス便でも、父親に連れられたお子
さんが多く、登園するお子さんの様子を見ていただくよい機会となったのではと感じています。 

 
さて、年長さんが卒園し、朝の挨拶も一からやり直しかと思っていましたが、ご家庭でのしつけの

賜物か、しっかり挨拶ができる年長、年中さんの影響か、バス便を始めとする教職員の指導の成果か、
ここに来て年少さんもしっかりと挨拶をする子がとても多く素晴らしいです。そこで、27 日（水）
に行った今年度初めてのお誕生日会では、「挨拶の合言葉『あいさつめ』で仲良くなろう」と題して
次のようなお話をしました。 

○あ：明るくです。私は元気ですよ、元気に幼稚園に来ましたよ、という気持ちを込めて明るい声が

出せるといいですね。挨拶のあは、明るくです。 

○い：いつもです。昨日はしたけど今日はしないではなく、いつも、いつでも挨拶をするのがいいで

すね。挨拶のいは、いつも、いつでもです。 

○さ：先にです。園長より先にお早うございますと、挨拶する人も多いです。バスから降りてくる子

に挨拶をしている時、遠くや、後ろの方から声を掛ける子も居ます。挨拶のさは、先にです。 

○つ：伝わるようにです。自分では、挨拶しているつもりでも、相手に伝わらなければ残念です。相

手に伝わって初めて、挨拶をしたことになるのです。挨拶のつは、伝わるようにです。 

○め：目と目を合わせてです。園長は、みんなのクリクリお目目を見て、あなたのことを大切に思っ

ていますよという気持ちを込めてお早うございますと言っています。目と目が合うと、心と心が通じ

合ったようなとってもいい気持ちになります。挨拶の合言葉、5番目は、めです。 

明るく、いつも、先に、伝わるように、目と目を合わせて挨拶をしましょう。そうすれば、みんな

が仲良くなれます。合言葉、あいさつめで挨拶をして笑顔あふれる浦和明の星幼稚園にしましょう。 

 
 明日から、しばらく幼稚園はお休みです。コロナはすぐそこにあります。感染に十分留意しなが

ら、ご家族で、今しか味わえない休日をお楽しみください。連休が明けたら、合言葉、あいさつめで
挨拶をするお子さんに会えるのを楽しみにしています。 
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体操指導・英語日程 

・全学年運動会終了まで、体操指導の日は体操着を着 
て登園してください。 

・名前がカスレている場合は濃く書き直してください。 
・長袖体操着を着る場合は、中に半袖体操着を着てく
ださい。 
□5/17年少遠足実施の場合・・・年長のみ 
 5/24年少遠足実施の場合・・・年長のみ 

 

 

浦和レッズサッカー教室（年長） 
浦和レッズのコーチと一緒に、サッカーを通して
体を動かす楽しさを体験します。 

【日 時】 5月 20日（金） 
       う め・ゆ り組 10：10～11：00   

さくら・き く組 11：10～12：00 
 【服 装】 体操着登園 
 【持ち物】 水筒 
【場 所】 学園総合グラウンド 
＊雨天、グラウンドの状態の悪い場合は、中止と
なります。5/25予備日として組んでありますが、
日程の再申し込みが必要なため、追ってお知ら
せ致します。 
＊実施の可否は、当日 7：30 に一斉メールにて
お知らせいたします。 

＊コロナ対策として、園児とコーチのみで行い
ます。（保護者の参観は、ありません）

お知らせ 

１ 午前保育日程変更について 

   教職員健康診断の日程が、新たに割り当て
られました。そこで下記の通り午前保育の日
程を変更いたします。ご都合がおありかと思
いますが、ご協力をお願いいたします。 

   5/9 （月）午前保育 11時降園 
   5/30（火）通常保育 14時降園 給食あり 

２ 衣替えについて 
   気温が高いため、暦より 1カ月早く衣替えをし

ます。 
【全園児】 5月 9日（月）より 
【夏 服】  
年中、年長…半袖ブラウス、ズボン又は 

スカート、麦わら帽子 
  年少・・・・半袖体操着、麦わら帽子 

・ブラウスに、名札のみつけてください。 
  ・帽子の通園ワッペンを付け替えてください。 

・気候や体調に応じて冬制服上着・長袖ブラウス 
長袖体操着（年少）を着用しても構いません。 

・夏スモックは用意が出来次第お持たせください。 

３ 尿検査について 

健康診断の一環として、下記の日程で行います。 
【検査キット配布】 ５月２３日（月） 
【回 収 日】      ２６日（木） 

【回収予備日】      ２７日（金）    
☆提出期日を厳守してください 

お願い 

1 勤務先等変更のあった場合 

   保護者の勤務先、ご家族構成等変更のあっ
た場合は、担任まで書面でお知らせください。 

２ 分散保育参観、個人面談等の日程表作成につ
いて 

   分散保育参観、個人面談の参加日決定にあた
り、事前にご都合を伺うことといたします。別
途配布した用紙に必要事項を記入し、全員ご提
出ください。   締切 5月 1０日（火） 

３ ご兄弟が課外の日のお迎えについて 

   ご兄弟が課外を受けている場合、年中、年長
組のお子さまは、１５：１５（午前保育は１２：
１５）までクラスでお預かりします。年少組は、
１学期は泣いてしまったり不安になってしま
ったりすることから、２学期よりお預かりいた
します。ご希望の方は、担任へ書面でお申し出
ください。バス通園の方は、バスキャッチにも
入れてください。 

４ 名札の着用方法について 

   名札は直接制服に安全ピンで止めてくださ
い。制服に穴を開けないための名札を止めるク
リップ等は、子どもが外してしまったり、取れ
やすかったりするため、使用しないでください。 

 

 年長組 
ちゅうりっぷ１ 

年中組 
ちゅうりっぷ 2、

３ 

体操指導 10、17、24、31日（火） 11、18、25日（水） 

英 語 12、19日（木） 26日（木） 
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＜5 月の行事予定＞ 

2 月 振替休日 （4/9 入園式代休） 
3 火 憲法記念日 祝日 
４ 水 みどりの日 祝日                
５ 木 こどもの日 祝日 
6 金 振替休日（4/23 こどもの日のお祝い代休） 
9 月 午前保育 １１時降園 （教職員健康診断のため） 預かり保育あり 

衣替え 

10 火 年少組 給食開始 給食セット持参 
年長、ちゅうりっぷ１組 体操指導  体操着登園  

※2 号認定者預かり保育納入袋 4 月利用分のコピー提出締切    ※提出要領は別紙 

11 水 年中、ちゅうりっぷ 2、３組 体操指導  体操着登園 

12 木 年中 遠足 （予備日 １９日）中止の場合通常保育弁当持参 ※詳細は別紙   
年長、年少給食 
年長 英語指導 
※５月分保育料引き落とし（5/11（水）までに残高をご確認ください） 

13 金 年長 遠足 （予備日 １８日）中止の場合通常保育弁当持参 ※詳細は別紙   
年中、年少給食 

16 月 全園児給食（年中遠足日変更の為） 
年長チャペル訪問 

17 火 年少 遠足 （予備日 ２４日）中止の場合通常保育弁当持参※詳細は別紙   
年中、年長給食 
年長、ちゅうりっぷ１組  体操指導  体操着登園 （年少遠足の場合、年長のみ） 

18 水 年長 遠足予備日 
年中、ちゅうりっぷ 2、３組 体操指導  体操着登園 

19 木 年中 遠足予備日 ※年中 弁当持参  年長、年少給食 
年長 英語指導 

20 金 年長 浦和レッズサッカー教室（体操着登園 水筒持参） ※詳細は No.2-2 
年中チャペル訪問 

23 月 PTA 総会（遊戯室） 10：30～11：30 

尿検査キット配布 
24 火 年少 遠足予備日 ※年少 弁当持参  年長、年中給食 

年長、ちゅうりっぷ１組  体操指導  体操着登園 （年少遠足の場合、年長のみ） 
25 水 年中、ちゅうりっぷ 2、３組 体操指導  体操着登園 

【教育相談日】 
26 木 尿検査回収 

年中 英語指導 
27 金 尿検査回収予備日 

30 月 ５月生まれのお誕生日会 
31 火 年長、ちゅうりっぷ１組  体操指導  体操着登園 

 
 

預かり保育、給食実施
日は主要行事一覧表
でご確認ください。 


