
     新たなスタートです! 

                               園長 南部 一朗 

 

 園庭に残っていたうず高い雪の山も、暖かな春の日に少しずつ小さ

くなり、花の芽も遠慮がちに顔をのぞかせています。3 月には、卒園

した年長さんや転出のお友だち、そして 4 名の職員ともお別れして、

寂しい気持ちになりました。でも、今日は２０２２年度の始業日！ 

転入のお友だちや新しい職員を迎えて、新たな気持ちでスタートで

す。そして明後日 4 月 13 日（水）には、第１０４回入園式を行います。お子様のご入園・ご進級

おめでとうございます。２０２２年度は、１６名の新しいお友だちを迎え、５５名でのスタートと

なります。また、新しい職員も 5 名加わりました。どうぞよろしくお願いいたします。 

 さて、コロナ禍と言われて 3 年目となりました。今年も感染症対策を取りながら、日々の保育や

行事に取り組んでまいります。また、入園式等の行事や保育参観・懇談会についても感染に十分気

を付けながら、保護者の方に集まっていただく機会をなるべく持ちたいと考えております。今年も

マスクを着けての保育となりますが、そのような中でも、子どもたちには思いっきり、のびのびと

あそびに浸り、自然とふれあい、友だちや保育者とかかわり、自分を表現していってほしいと願っ

ています。日々の保育の中で、子どもたちは、今年はどのような姿を見せてくれるのか本当にたの

しみです。コロナ禍ではあっても、出来ないことを残念に思うのではなく、出来ることを日常の保

育や行事の中で工夫しながら行っていけるよう、職員一同も精いっぱいの努力をしてまいります。

これから始まる 1 年間、保護者の皆様におかれましても、幼稚園の保育について、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。 

 また、以前よりお知らせしていた『幼保連携型認定こども園』への移行についてですが、先日、

札幌市より「認定こども園への整備計画を認める」というお知らせがありました。これを受けて、

今年度は、認定こども園への準備が始まります。具体的には、夏以降に園庭の南側で新園舎建築の

工事が始まり、順調にいけば来年 3 月には新園舎での保育が行われることになります。工事や新園

舎のこと、保育についての説明会は 5 月に改めて行う予定となっております。また、運動会につい

ても園庭を使用して行いたいと考え、予定を繰り上げて 7 月に実施することを計画しております。 

 いろいろなところで、ご不便、ご迷惑をおかけすることがあるかもしれませんが、日々の保育に

は支障のないように配慮してまいりますので、保護者の皆様には、重ねてご理解ご協力をお願い申

し上げます。 
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      ４月２８日（木） 

 

 

 

 

【４月の予定】（状況により、変更する場合があります。）   ：お弁当      ：給食 

日 月 火 水 木 金 土 

     1 2 
     

 

 
 

 

3 4 5 6 7 8 9 
   

 

園バス説明会 

 

 

 

 

 

  

 

10 11 12 13 14 15 16 
 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 104 回 

   入園式 
 

・新入園児、満３歳 

 進級児のみ出席 

・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） 

 

17 18 19 20 21 22 23 
 （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） 
 

24 25   26 27 28 29 30 
 

 

個人懇談④ 

（午前保育） 

 

［はと・ひつじ組］ 

 お弁当開始 

 （午後保育） 

 

［ゆり・ぶどう組］ 

（午前保育） 
 

 

（午前保育） 

 合同礼拝 
 ＜献金＞ 

 お誕生会 
 （会食） 

｛全クラス｝ 

（午後保育） 
※この日は、ゆり･ 

ぶどう組も会食を

して午後保育とな

ります。 

 

昭和の日 

 

※4 月 2６日（火）から、はと組・ひつじ組は、お弁当開始となり、午後保育も始まります。 

 ゆり組・ぶどう組のお弁当･午後保育の開始は、5 月 1０日（火）の予定です。 

※ゆり組・ぶどう組が午前保育で、はと組・ひつじ組が午後保育の日は、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１９日（火）にお配りします。 

☆４月生まれのお誕生会 ◆お誕生会会食メニュー（4/28）◆ 
・ふりかけごはん ・米粉で作った唐揚げ ・味噌汁 

・ブロッコリーとコーンのサラダ ・ミニゼリー 

※今月からお誕生会の会食は、お弁当箱型ではなく、食  

 缶から盛りつける形になります。 



 個人懇談 ４月２０日（水）、２１日（木）、２２日（金）、２５日（月）         

 

 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、今年度も新型コロナウイルス感染症に配慮し、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２８日（木） 
  

 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。 

 また、この日から合同礼拝を行いますので、献金のご用意をお願いします。献金ペンダントは、絵

本バッグの中に入れて持たせるようにしてください。 

 

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。 

★  おたより・お知らせについて 

 今年度から園からの情報発信を分かりやすくするために、少し発行物が変わります。 

・園だより：基本的に月末に発行します。翌月の行事予定やお知らせ、持ち物などをお知らせし 

 ます。また、以前はクラスごとに発行していたカリキュラムを、「来月の保育」として各クラス 

 の保育の予定を掲載します。 

・クラスだより：各クラスの様子により、担任が随時発行します。クラスの活動で、急な持ち物 

 の変更などは、マメールでお知らせします。 

・連絡帳：幼稚園でのお子さんの様子を記入し、クラスごとに不定期に発行します。お手元に届 

 きましたら、ご家庭でのお子さんの様子を伝えていただいたり、成長記録にもなりますので、 

 可能な範囲でけっこうですので、お返事を書いていただければ幸いです。1 週間を目処に幼稚 

 園にお戻しください。連絡帳は、通年同じものを使用し、基本的に園での保管となります。 

・こひつじノート：毎日、自分で今日の日付のところにシールを貼っていきます。月末には一度 

 回収し、出席日数の集計、身長・体重（2 か月に 1 回）を記入後お返しします。内容を確認さ 

 れたら最後のページの保護者印の欄に捺印またはサインをお願いします。 



 特に、4 月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、ご一読後に幼

稚園からお渡ししたファイルに保存する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、お便りを貸出用ファイルに入れてお渡しします。 

 （昨年度の透明ファイルは、戻さなくてけっこうです。） 

 

★  持ち物について 

 ◎名札、園帽子、マスク（記名して） 

 ◎絵本バッグ…こひつじノート、おたよりファイル（提出物）、マスクケース、水筒 

 ◎リュック…お弁当（午後保育の日） 

      コップ（午後保育の日 プラスチック製/記名の上袋に入れてください。） 

 ◎カラー帽子、スモック…園で保管し随時使用します。用意が出来次第持たせてください。 

  長期のお休みには、持ち帰ります。新入のお子さんのカラー帽子は、今後の保育の中でお渡 

  しし、そのまま幼稚園での保管となります。 

 ※全ての持ち物に記名をお願いします。 

 

★  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。 

 

★  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、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（おたより№3）をご覧いただき、4

月 13 日までに、入会手続きをお願いいたします。 

 

★  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。 

 

 



☆「ゆり組（年少）」と「ぶどう組（満 3 歳）」の保育について 
 今年度の「ゆり組（年少）」は、17 名でのスタートとなります。また、4 月下旬には「ぶどう組 

（満３歳）」のお友だちが 1 名入園する予定になっています。ぶどう組 1 名ではクラスとしての活動が

難しいため、当面の間、「ゆり組」と「ぶどう組」は、ゆり組の保育室で一緒に保育をしたいと思います。

ただ、保育の内容によっては、別の活動になることもあります。保護者の皆様には、ご理解、ご協力を

いただきたくお願い申し上げます。 

☆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）  黄色       ひつじ組 （年中）  オレンジ 

    ゆり組  （年少）  水色       ぶどう組 （満３歳） 黄緑    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】 ２日（月） ３日（火） ４日（水） ５日（木） ６日（金） 

はと組・ひつじ組 おむすびランチ 憲法記念日 みどりの日 こどもの日 給食 

ゆり組・ぶどう組 午前保育    午前保育 

 ９日（月） 10 日（火） 11 日（水） 12 日（木） 13 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 給食 

 16 日（月） 17 日（火） 18 日（水） 19 日（木） 20 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 給食 

 

 

 

《5 月の主な予定》  (4 月 11 日現在) 

  11 日（水） 認定こども園への移行説明会（14 時 16 時 開催予定） 

  23 日（月） 内科検診 

  24 日（火） 未就園児ひよこクラス説明会 

  25 日（水） 保育説明会・PTA 総会・クラス懇談会 

  27 日（金） お誕生会 

 ※５月は、「はと組・ひつじ組」と「ゆり組・ぶどう組」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。 



    ☆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。 

 〇以下の場合は、出席停止となりますので、ご承知おきください。（4 月 4 日付 札幌市の基準による） 

  ① 子ども本人に感染が確認された場合 

  ② 子ども本人が濃厚接触者となった場合（同居家族が陽性の場合） 

  ③ ②にはあてはまらないが、子ども本人が PCR 又は抗原検査を受けることになった場合 

  ④ 子ども本人又は、子どもと同居している者に発熱等の風邪の症状がみられる場合 

    （新型コロナウイルス以外の診断が出ている場合には、出席停止とはなりません。） 

  ⑤ 子ども本人が海外から帰国・再入国した場合 

  ⑥ 医療的ケアが日常的に必要な場合 基礎疾患がある場合 

    （医師と相談して、幼稚園にお知らせください。） 

 ※兄姉が、学級閉鎖・出席停止となったとき、本人が①～⑥にあてはまらない場合には登園できます。 

 ※新型コロナウイルスワクチン接種についても、出席停止の取り扱いができますので、幼稚園まで 

  ご相談ください。 

 ※札幌市からの出席停止の基準のプリントをお配りしますので、ご参照ください。 

 

 ・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、原則不織布のマスクの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。 

 ・昼食時には、飛沫ガードを継続して使用します。 

 ・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。 

 

 


