いよいよ進級卒園の時期となりました。今年度最後の園便りです。
年齢ごとに、子どもの成長を喜びあえることをうれしく思います。
年長は卒園 小学校入学、年中年少未満児さんたちは一つ階段を上るように大きくなっていきますね。
今年は、3 月 18 日卒園式のため、1 号教育時間終業を、3 月 22 日にさせていただきました。同時に懇談
会を計画し、来年度のクラス編成について発表となっています。各保護者の皆様にはお忙しいところ園に足
を運んでいただくお願いをすること等、ご協力よろしくお願いいたします。
さて、1 年間にわたり、園便りでは子どもと保育者の在り方について触れてきました。
「人間」の生き方に大きく影響を与える幼児期の先生との出会いは、私たちが考える以上に保護者や、子
どもたちに影響を与えることになります。
学校教育も大きく変わっていく時代です。世界を見渡した時、
「考える」
「何を考える?」
「何を感じる?」
それらを考える仕事が「教育にかかわる人の仕事」ではないかと、40 年以上幼児教育にかかわってきまし
た。一つの価値観を押し付けるのではなく、
「自由に物事を深め考える力」は、どんな生活の保障の上に築
かれていくのかを、学び続けるのが保育者の仕事、
「専門性」はそこに存在すると思うところです。保育者
の知性が求められるということですね。
また、併せてその教育実践ができるのは、保護者の皆様の多くのご協力があってこそできるものです。
特に今年は働くお母さんが急増して、おひさまネットの運営の皆さん各係の皆さんの戸惑いもあり、園と
して正しいサポートができたかを考えさせられています。
一方で、働いていないお母さんが、おひさまネットの活動をどう支えるのか？逆の悩みも出始めている現
実のようです。
先日おひさまネットからアンケートがあったと思いますが、おひさまネットの在り方も、時代に合わせて
変化させていかなくてはなりません。その段階での苦労が多くあり、アンケートに役員を引き受けるにあた
り「誰もいなかったら引き受けてもよい」
、と答えてくださった方が、たくさんいたものの、なかなか決ま
らず悩み多い現状です。
ほくぶ幼稚園の保護者の皆様は、保育参観や行事にたくさんご協力していただいています。子どもにとっ
て必要なサポート活動だとはわかっていただいているのだろうと、期待しているところです。ぜひご協力お
願いいたします。
卒園を前に、年長さんのクラス委員さんは卒園委員という立場では、記念品作り、思い出の活動づくりな
ど、1 年を通して企画立案していただいていることにも感謝申し上げます。
また、
「生活発表会」ではない、劇の会にはたくさんの保護者の皆様がおいでになり、
「自分たちで作る劇
の会」って何?と思われた方々も、
「想像の世界を遊ぶ」保育の節目になっている行事という事をご理解いた
だけたならうれしい限りです。
子どもはお父さんお母さんを前に、とても緊張していたこと、
「あ!拍手をもらった」といって場面ごとの
皆様の拍手に、幕の裏で一喜一憂していた子どもたちの「心」の育ちを、伝えることができたなら、
「きら
びやかな衣装」は身につけていませんけれど、お話のイメージの世界を十分遊んでいた子どもたちの育ち
に、大きな拍手を送ってくださったのではと思ったところです。
今はそれらを受け止める「大人の感性」の豊かさが必要な時かもしれません。ゲームなどのバーチャルの
世界の想像力ではなく、幼児期によい絵本や物語を通して伝える「お話の世界を遊ぶ」体験をして、よい思
い出を作っていけたならと思うところです。1 年間ご協力ありがとうございました。来年度もよろしくお願
いいたします。
★なお、本日配布資料は重要ですので大切に保管され、提出必要なものは期日までに提出してください。
❖緊急引き渡しカード ❖4 月給食アンケート❖通園申請書
●2・3 号のみ❖4 月土曜保育申込書 ❖土曜保育用園専用の就労証明書
園長 清田明子

退職の先生のご紹介
＝２０１７年３月をもって退職する先生のご紹介を致します。＝

坂田

沙織先生 在職年数

４年

ご結婚おめでとうございます。すでに入籍はすんでいましたが、3 月 4 日披露パーテ
ィーが執り行われました。
同時に今年度ほくぶ幼稚園を退職する運びとなりました。3 月 22 日ご挨拶させてい
ただきます。なお、その後は菊池のほうに住まわれることになりました。
大学を卒業してほくぶ幼稚園に勤め、2 年間は未満児保育にかかわり、3 歳児 4 歳児
の保育者として活躍されました。

東

耕平先生 在職年数

５年(学童・芸術の先生)

芸術活動のサポートや学童の担当者として、また、園庭整備・遊具の修理など職人顔
負けの作業を行っていただきました。園庭には耕平先生作品のきりんが遊んでいま
す。新年度からは、造形作家として独立することになりました。また、遊びに来てく
ださい。

パートの先生方

上村

厚夫さん

在職年数 ５年半
(バス運転手の先生)

～♡ほくぶ幼稚園の歴史にそれぞれの立場で大きく貢献していただきました♡

武智

幸恵先生

内田

在職年数 ４年
(看護師・未満児の先生)

祐子先生

在職年数 ４年
(ぽっかぽか・未満児の先生)

江川

喜子さん

在職年数 ２年１１カ月
(給食の先生)

ご結婚の報告
ぺんぎん組の「坂井 華奈先生」が、２月に入籍され、
「村上 華奈先生」になられました。披露宴は、10 月だそうです。おめでとうございます。

お知らせ

3 月 22 日（水）の日程について

◎ 園児は 9：45～3 学期終わりの会（終業式）があります。
＜新年度の体制発表について＞
未満児・年少・年中保護者の皆様は、10 時まで園にお越しください
①

新年度のクラス発表が、3 月 22 日(水)10：05～10：30 ホールにて行われます。
★子どもたちとは各クラス 21 日に先生たちと新クラスが伝えられます。
おうちに帰ってお父さんお母さんに話すと思いますが、担当職員は 22 日に皆様にお伝します。

②

おひさまネット様より新年度についてお話があります。

③

年少クラス懇談会及び年中リズム参観クラス懇談会について～１０：４０～
年少組：各クラスにて 懇談会
(11：30 終了予定 降園 )

④

※

3/22 は、新年度用品の配布と現在年少中の道具等
の持ち帰りがございます。
用品注文量に合わせて手提げ袋等をご持参ください

年中組：ホールにて リズム参観
(11:20～各クラスにて懇談会
～12 時終了予定～

駐車場について
年中：北玄関
年少：園駐車１段目
未満児：園駐車場２段目
縦列駐車になります。途中の退車はできません。ご協力宜しくお願い致します。
※ 年中・年少保護者の方・・お仕事で参加できない方は、担任までお知らせください。
※ １号児さんは、終了次第 親子降園となります。帰りの送迎バスは運行はありません。
※ ２・３号児さんは、通常通り夕方まで保育しております。一緒に連れて帰られる予定の方は給食の
準備等（食数の把握）がありますので、事前に担任までお知らせください。

4 月以降の予定について
≪進級児家庭訪問について≫
４月１日からの「あおぞら保育」のスムーズな移行および、担任業務などの円滑化を図り、昨年度と同様、
新年中・新年長は、春休み中に家庭訪問を実施させていただきます。その場合の配慮として、１号認定の
方は、午前中にできるだけ入れさせていただき、２号認定の方は、できるだけ午後に組み入みたいと思い
ます。ご理解・ご協力よろしくお願いいたします。都合が悪い日時等ありましたら、３月１５日（水）ま
でに、現担任へお知らせください。

実施日：４月４日（火）
、５日（水）、６日（木） 予備日：７日（金）午前中のみ
実施時間
各家庭９時半から５時までの間
※土曜日の家庭訪問は大変難しいことをお知らせします。
尚、新年少と新入園児につきましては、４月８日（土）
“入園を祝う会”以降１３日（木）～１８日（火）、
予備日１９日（水）に実施する予定です。

≪新年度土曜保育利用申込について≫

２・３号の皆さまへ

● 土曜保育用園専用の就労証明書ご提出のお願いについて
土曜保育は、平日の教育時間を充実させるため、原則、父・母 2 人ともが就労のために保育ができな
い方のみのご利用をお願いしています。1 年に 1 回、両親(父・母)が就労になることの証明の提出を
お願いします。 尚、緊急な場合のご利用は、ご相談ください。
● 毎月、土曜保育の申し込みは、給食食材発注と保育体制のため、前月の半ば頃に申込をとらせていた
だきます。尚・申し込み提出後、利用しなくなった場合は、必ず欠席の連絡をお願いいたします。
● 常時、土曜保育を利用され、平日仕事が休みの時は、子どもとのゆっくりとした時間をとっていただ
き子どもが無理をしないよう、ご配慮をお願いします。

● ４月の申込書は、本日配布しております。
ご利用の希望の方は、15 日(水)までに提出してください。尚、４月１日は、新年度の準備及び
全体職員会議の為、保育のご利用ご遠慮をご協力お願い致します。
※ 新年度用の就労証明書のご提出締め切りは、3 月 27 日（月）までお願いします。

≪“緊急時、園児引渡しカード”の再提出について≫
昨年の熊本地震を教訓とし、災害時の混乱の中で園児を安全にかつ確実に保護者の皆様にお渡しするため
に、保護者の皆様には“緊急時、園児引渡しカード”の作成にご協力いただきました。その後、発熱・怪我
等で保護者の方に連絡を取った時、仕事中で携帯電話に出られないことや園ぴゅう太での連絡も届かない
ことが数件あり、職場の連絡先記入をお願いすることになりました。ご理解の上、改めて提出のご協力をお
願いします。現在のお預かりしている“緊急時、園児引渡しカード”を返却しますので、お手数をおかけし
ますが、新しく記入されたカードを、１３日（月）までに提出をお願いします。
尚、①②③必ず記入をお願いします。
（近くに連絡先として届けることが出来る方がいらっしゃらない場合
は、遠方の親戚の方でも大丈夫です。
）尚、退園される方は、現在の引渡しカードを退園まで使用させてい
ただきます。よろしくお願いします。
※「園ぴゅう太」のメールアドレスの変更がありましたら、必ず変更届をお知らせください。

≪アレルギー対応給食除去食について≫
★

進級児の方で、アレルギー対応を希望されるかたは、生活指導表を基に 22 日(水)～24 日(金)に面談を
予定しています。希望日をおしらせ下さい。

≪保育時間変更の方
★

1 号から 2 号認定を受けられた方について≫

新年度１号保育から、２号保育に移られる方は、４月３日(月)より保育の利用が出来ます。
10 日(月)前から利用される方は、事前に園までお知らせください。

その他のお知らせ
★ 3 月 24 日(金)１３：００～１７：００ （新入園児
用品受け渡しの日）
ママらんらんグッズの販売があります。どうぞお越しください。
★ 絵本貸出し返却がまだの方は、3/22 迄ご返却ください。
★ 卒園する年長さんは、3 月 3１日まで、あおぞらを利用できます。
２号さんで朝のみバスを利用されている方は、卒園式後２１日・２２日利用できます。
いずれも、利用される方は、事前にお知らせください。
★ 西廻り環状線道路開通式が、3/26（日）にあります。年長さんの保護者には、リズム参観の折、園よ
りお願い致し致しましたが、卒園後の時間ですので参加できる方のみ栗山さんまでご連絡ください。

〇

入園を祝う会・・4 月 8 日

(土)

在園児・・お休みとなります。
在園児保護者の方々は、入園式には、参加しません。

〇

進級を祝う会・・4 月１０日

(月)

親子登園・降園です。バスは運行しません。
＜進級を祝う会について＞
お仕事で参加できないかたは、事前にお知らせ下さい。
✿親子で登園し、クラスと保育室の確認を行ってください。
✿ホールでの進級式にて、担任紹介、および職員紹介を行います。

≪

進級を祝う会以降の主な予定

≫

✿

新年度、進級を祝う会 4 月１０日(月)には、年度末に持ち帰った用品一式を御持参下さい。

粘土ケース・粘土版・のりの容器は、固まっている場合きれいに洗って持たせて下さい。
✿

年中さんの粘土は、新年度年長になり、鬼のお面、ろうそく作り等で使用していきますので
園で預からせていただきます。また、クレヨンケースの方も箱の補強をお願いいたします。

✿

4 月 10 日(月)から 19 日(水)まで、午前保育 11 時降園となっております。

✿

22 日(土)は、春の親子遠足を予定しております。

✿

4 月 20 日(木)からは、1 時降園になります（1 号給食希望者は、給食を食べて帰ります。）
1 号さんのみ

詳しい内容等は、後日 おしらせします。

4 月給食アンケートを本日配布しております。お申し込ご希望の方は、13 日(月)

までに提出してください。 (給食ご希望の方は、別途給食費 2500 円を雑費袋にて徴収いたします。)
※ 給食を希望されない１号の方は、11 時降園となります。
✿

5 月 1 日(月)より１日通常保育『14:00』降園となります。

≪新年度からのバス運行について≫
本日、新しい北部学園通園申請書を配布いたします。１５日（水）までに全員必ず提出してください。また、
停留所・朝・帰りの時間等ご確認ください。

≪正門前の駐車場について≫
特別な事情で正門前の駐車場利用が必要な方は、年度ごとの申請が必要になります。ご相談ください。

≪雑巾寄付のお願い≫
●掃除用雑巾を古いタオルで手縫いで結構ですので、子どもさんと一緒に作ってご寄付いただくと助かりま
す。

