
    2021 年度のスタート！ 

                               園長 南部 一朗 

 

 いつもより少し早く雪が解け、園庭の花壇にはチューリップやクロッカスが芽を出しました。 

 今日は、2021年度の始業日！転入のお友だちも加わり、幼稚園には元気な子どもたちの声が戻

ってきました。そして、明後日４月１４日（水）には、第１０３回入園式を執り行います。お子様

のご入園・ご進級おめでとうございます。２０２１年度は、１７名の新しいお友だちを迎え、５２

名でのスタートとなります。 

 昨年度は新型コロナウイルス感染症の影響で、臨時休園からのスタートでしたが、今年は感染症

対策を行いながら、みんなそろってスタートを切ることができました。ただ、今までは進級児もみ

んなで出席していた入園・進級式も人数の関係で、新入・転入のお友だちだけの入園式となります。

このように、今年度も新型コロナウイルスに注意しながら、日々の保育や行事に取り組んでまいり

ます。保護者の方々が集まる保育参観や運動会はクラス別に行ったり、遠足的な活動も日々の保育

の中で行ったりと、まだまだコロナウイルスには警戒をしなければなりません。 

 ただ、そのような中、子どもたちには「マスク」という制限はありますが、できる限りのびのび

と元気いっぱいに活動し、あそびに浸ってほしいと願っています。そこで、たくさんの友だちや保

育者と関わり、たくさんの自然とふれあい体験をする中で、いろいろなことに気付き、思いを共有

してほしいと思います。 

 昨年度は、「いつもであれば」とか「例年ならば」

という言葉を何度も使ってきました。しかし、こ

れからはコロナ禍を踏まえて、新たな保育や行事

を考え、行っていかなくてはと思います。これか

ら始まる 1年間、職員一同も精いっぱいの努力を

してまいります。保護者の皆様におかれまして

も、ご理解とご協力を賜りたいと思います。今年

度も、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

 学級の編制について・・・昨年度は、年長が「はと組」、年中が「ひつじ組」、年少・満 3 歳が「ゆ

り組」としておりましたが、今年度から年少を「ゆり組」、満 3歳を「ぶどう組」といたします。クラ

スの名前については、最終ページをご覧ください。 
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３月の年長さんとのお別れ会でがんばった今年の「年長さん

（はと組）」です！ 



   

 

 

        ４月３０日（金） 

 

 

【４月の予定】 （状況により、変更する場合があります。） 

日 月 火 水 木 金 土 
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  園バス説明会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

11 12 13 14 15 16 17 
 始業日 

（午前保育） 

 

ゆり組慣らし保育 

 

〔 口座振替 〕 

（諸費） 

(進級児のみ) 

入園式準備 

（午前保育） 

 

ゆり組慣らし保育 

第 103 回 

   入園式 
 

・新入園児、満３歳

進級児、転入園児

のみ出席 

・進級児はお休み 

・通園バス運休 

・預かり保育なし 

（午前保育） （午前保育） 

 

18 19 20 21 22 23 24 
 （午前保育） （午前保育） 個人懇談① 

（午前保育） 
個人懇談② 

（午前保育） 

 

 

 

個人懇談③ 

（午前保育） 
 

25 26   27 28 29 30 5/1 
 

 

個人懇談④ 

（午前保育） 

［年長・中］ 

 お弁当開始 

 （午後保育） 

［年少］ 

（午前保育） 
 

 

（午前保育） 

 

昭和の日 

お誕生会 
  （会食） 

｛全クラス｝ 

（午後保育） 

※この日は、  

 年少さんも 

 会食をして  

 午後保育と  

 なります。 

 

※4 月 27 日（火）から、年長・年中は、お弁当開始となり、午後保育も始まります。 

 年少のお弁当･午後保育の開始は、5 月 1１日（火）の予定です。 

※年少が午前保育で、年長・年中が午後保育の日は、帰りのバスを特別スケジュールで運行 

 します。特別スケジュールのバス時刻表は、4 月 20 日（火）にお配りします。 

☆４月生まれのおたんじょう会 
◆お誕生会会食メニュー（4/30）◆ 

・青菜ごはん ・ハンバーグ ・塩ゆでブロッコリー 

・コールスロー ・ウインナー ・カクテルゼリー 

  ※今月は、お弁当箱タイプのものになります。 



 

 ☆新型コロナウイルス感染症の対策について 

 ・お配りしている検温･健康調査用紙に、朝、夕の体温を記入していただき、朝、玄関にいる職員  

  か、バス添乗の職員に必ずお見せください。 

  （用紙がない場合、記入していない場合には、バスに乗ることができませんので、お忘れのな 

  いようにお持ちください。） なお、この「検温・健康調査用紙」を、翌月の始めに回収いた 

  しますので、担任までお出しください。 

 ・発熱、風邪の症状（咳、のどの痛み、鼻水等）が見られたお子さんは登園せず、解熱後も 1日 

  は様子を見てください。また、ご家族に同様の症状が見られた場合にも、登園せずに様子を見  

  るようにお願いします。（この場合、どちらも出席停止扱いとなります。） 

 ・送迎の時間帯には、密にならないようにご協力をお願いします。 

  お迎えの際は、決められた時間に保育室のベランダからお願いいたします。 

     午前保育の日は 11:25～11:30   午後保育の日は 13:55～14:00 

 ・お迎え後の園庭および園舎内でのあそびは、当面の間、中止といたします。速やかに降園をお   

  願いします。 

 ・マスクについては、原則着用をお願いします。（園外では、マスクを外す場合があります。） 

 ・職員も引き続き、マスクを着用して保育にあたります。 

 ・園内では、手洗いを徹底いたします。 

 ・保護者の方が幼稚園に入る際には、アルコールで手を消毒し、検温を受けてからお入りくださ 

  い。 

 ・乗車後の通園バス内、お弁当前後のテーブル、保育後の保育室内等の消毒を継続しています。 

 ・各保育室と通園バス内に空気清浄機を設置しております。 

  

 

 

 個人懇談 ４月２１日（水）、２２日（木）、２３日（金）、２６日（月）           

 

 例年、年度の始めには家庭訪問を行い、保護者の方と顔を合わせてお話をさせていただいてお

りましたが、今年度については個人懇談を行うことにいたしました。勝手ながら、担任が予定を

組んで、クラスだよりで予定をお知らせしております。もしも、ご都合がつかない場合には、担

任までお知らせくださいますようにお願いいたします。 

 

 お誕生会              4 月 30 日（金） 
  

 毎月１回、そのお誕生月のお友だちのお祝いをします。お誕生日を迎えるお子さんの保護者の方に

もご来園いただき、お誕生会に参加していただきます。また、この日は、親子でお祝いの会食にも参

加していただきます。4月のお誕生者の保護者の方は１０：４０までに幼稚園にお越しください。 

  



お知らせ と お願い 
 

★  園へのお電話は、平日 7：4５～17：３0 

 ご連絡などで園にお電話をくださる時は、平日の 7:4５～1７:３0 までの間にお願いいたしま

す。支援弁当のお申込みは 7:45～8:00 までに、また預かり保育の急なお申し込みや変更は、

7:45～17:30 の間の時間帯で承ります。園からの電話連絡も緊急以外はこの時間内に差し上げ

ます。職員の勤務時間の関係で、ご協力をお願いいたします。また、上記以外の時間に緊急のご

連絡が必要な場合は、ホームページよりメールでお知らせください。 

★  マメールについて 

 幼稚園からの緊急なお知らせをメールでお伝えするマメールですが、今年度は、進級のご家庭（ひ

よこクラスも含む）については、そのままご利用いただけますので、改めて登録する必要はありま

せん。新入園、転入園のご家庭については、お手数ですが別紙をご覧いただき、入会手続きをお願

いいたします。 

★  生活調査表について 

 進級児の生活調査表を、ご家庭に一度お返しします。変更事項や追加事項（特に家族環境や疾

病状況等）がありましたら、赤ペンで訂正・ご記入の上、４月１５日（木）までに、徒歩通園の

方は職員室へ、バス通園の方はバス添乗員へお渡しください。 

★  着替え袋について 

 着替え袋は、各保育室でクリアボックスに入れて保管します。着替え一式をトートバッグ等の

手提げ袋に入れ、準備が出来次第お子さんに持たせてください。（ゆり組は、入園式の翌日に持た

せてください。）基本的に毎月の誕生会の日に上靴と共に持ち帰りますので、季節に合わせて入れ

替えや補充をお願いします。 

★  月刊絵本について 

 毎月、学年別の月刊絵本が配付されます。子どもたちは、お道具箱に保管し、園生活の中で自

分の絵本を読んだり、お友だちと一緒に絵本をたのしんだりします。月末には、持ち帰りますの

で、どうぞお家でもお子さんと一緒にご覧いただければと思います。 

★  印刷物がたくさん！ 

 特に、春先はたくさんの印刷物が発行されます。ご多忙のこととは存じますが、ご一読後にフ

ァイルに保存くださいますようお願いいたします。また、お便りを入れてお配りする透明ファイ

ルは、配付後にすぐに幼稚園まで戻すようにしてください。ファイルが戻っていない場合には、

お便りを封筒に入れてお渡しします。（封筒は、園に戻す必要はありません。） 

 

  



満 3 歳 年中

長 

年長

長 

☆満３歳クラスの新しいクラス名は「ぶどう組」 
 昨年度は年度の途中ではありましたが、満３歳児が年少クラ 

スから分かれ、年少と満３歳の２つの「ゆり組」になりました。 

今年度からは、新たに満３歳のクラスを単独で設置し、クラス 

名を「ぶどう組」とすることにしました。 

 聖書には「ぶどう」にまつわるおはなしが多く出てきます。 

特にイエスさまが「ぶどうの木」であり、それにつながる私たち

は「ぶどうの枝」、そしてその世話をする「農夫」が神さまというたとえ話があります。満３歳の子ども

たちが、神さまとつながって、すくすくと大きく成長することを願い「ぶどう組」としました。 

（ヨハネによる福音書１５章 5節 わたしはぶどうの木、あなたがたはその枝である。人がわたしに 

 つながっており、わたしもその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ。） 

☆クラスのカラーについて 

 今年度のカラー帽子と名札の色は、 

    はと組  （年長）  黄緑      ひつじ組 （年中）  黄色 

    ゆり組  （年少）  オレンジ    ぶどう組 （満３歳） 水色   です。 

 クラスカラーは卒園まで変わらず、持ち上がりになります。 

 

   

＜5 月の保育時間（昼食）＞ 

【５月】 ３日（月） ４日（火） ５日（水） ６日（木） ７日（金） 

はと組・ひつじ組 憲法記念日 みどりの日 こどもの日 お弁当 給食 

ゆり組・ぶどう組    午前保育 午前保育 

 10日（月） 11日（火） 12日（水） 13日（木） 14日（金） 

はと組・ひつじ組 おむすびランチ お弁当 午前保育 お弁当 給食 

ゆり組・ぶどう組 午前保育 お弁当 お弁当 午前保育 

 17日（月） 18日（火） 19日（水） 20日（木） 21日（金） 

はと組・ひつじ組 おむすびランチ お弁当 午前保育 お弁当 給食 

ゆり組・ぶどう組 おむすびランチ お弁当 お弁当 午前保育 

 

《5 月の主な予定》  (4月 12日現在) 

  25日（火） 未就園児ひよこクラス説明会 

  28日（金） お誕生会 

  ※ PTA総会・保育説明会は、書面開催の予定です。 

  ※５月は、「年長・年中」と「年少・満 3歳」のクラスで、保育時間が異なります。 

    下の表で、ご確認ください。（お弁当、給食、おむすびランチの日は、午後保育です。） 

   今後、新型コロナウイルス感染症の影響で行事が変更になる場合には、その都度お知らせ 

   いたします。 

年少 

新クラスプレートは、５月にお披露目予定です！ 

 

ぶどう 


