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 令和 3年 5月 1日･ 

さわやかな季節になりました!               

 

園長 清水貴也 

 

新年度になったばかりですが、既に園庭の葉桜も美しくなりさわやかな季節になりました。

またコロナ収束を願うばかりですが、気を抜かず頑張っていきましょう。 

子どもたちは、新しいクラスに慣れ始め、元気に遊ぶ姿は成長を感じます。 

いつも思う事ですが、進級という節目が子どもたちを成長させると思います。新年長さん

は最高学年となり、お兄さん・お姉さんとしての自覚が芽生え、新年中さんは、エプロンか

ら制服へと変わりお兄さんお姉さんになった実感が湧いてきたのではないでしょうか。そし

て、年少さんは、初めての集団生活が始まりましたが、この時期を通して社会性、協調性が

養われて規律正しい集団生活の大切さを学び、将来の社会で活躍するための基礎を築いてい

ただきたいと願います。 

そして、「曉プロジェクト」では、個人指導に重点を置き、自信をつけ、成長の糧にして子

どもたちが自発的・積極的に様々な事に挑戦することができる気持ちを芽生えさせたいと思

い、行っています。そして、私たち大人は、子どもたちの小さな動きも見逃さずに見守り続

けて行き、小さな子どもの一歩が大きな成長の一歩になると信じていきたいと思います。 

幼児期に体得されたものは、一生、心と体の中に備蓄されると言われております。 

暁幼稚園の保育の中で子どもたちは、子どもらしさを失うことなく、のびのび・にこにこ・

きびきびと育ってそれが「生きる力」に繋っていくと思います。 

園庭の木々は、若葉が芽吹き始めています。5 月の薫風の中で子どもたちには、ますます

元気に伸び伸びと過ごして行く事でしょう。 

 

新年度のクラス委員・運動会委員さんは、近日中にお知らせいたします。皆様、ご協力あ

りがとうございます。 

 

子どもの日のお祝い 4／26（月）午後 

 子どもたちは、各学年とも楽しく製作が出来ました。鯉のぼりをいっしょうけんめいに作

りました。 

 皆が作った鯉のぼりを眺めながら、皆が元気になりますようにとお祝いしました。 

 

年少組の方へ 

5/7（金）から給食と牛乳になります。教材と一緒にお渡ししたカップを毎日持たせてくだ

さい。 

牛乳は、毎日です。中・少は、100CCです。木曜日は、おうちのお弁当です。 
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年長さんの牛乳について 

 年長さんの牛乳は、今までストロー紙パックで飲んでいましたが、紙パックの回収処理

の事情により、子どもたちの牛乳コップに担任が注いで飲むことにしました。ただし 9月、

11月は行事の準備のため、2月、3月は小学校準備のため紙パック牛乳に戻す予定でいます。

牛乳コップは、毎日必要になりますので、今まで通り忘れずにお持ちください。どうぞ、宜

しくお願い申し上げます。 

 

朝のお預かりについて（再掲載）  

今から 15 年程前、千葉市の幼稚園関係係から朝のお預りについての促進計画がありま

した。その頃、当園では保護者の皆様からのご要望がありませんでしたので、夕方のお預か

りにとどまっておりました。しかし、時代の流れと共に朝のお預かりも必要性が見え始めて

まいりました。そこで当園も朝のお預かりを検討する段階になりました。 

急で申し訳ございませんが、令和 3 年度は、初めてですので令和 3 年 5 月 6 日より朝のお

預かりをします。ご希望する方は、担任までお知らせくださるようお願い申し上げます。 

朝のお預かり開始日・・・・・令和 3 年 5 月 6 日 

朝のお預かりの時間・・・・・朝 7：30～8：15 

朝のお預かりの料金・・・・・一回ごと 200 円（月極は、2500 円） 

※大きい行事等の日は、ありません 例）入園式、始業式、終業式、運動会、発表会、 

遠足、卒園式等と午後お預かりの無い日。 

 

お母さんありがとう 変更→5/6(木)お祝い、 5/7(金)作品持ち帰り 

お母様方、いつもいつもお子様のためにお疲れ様です。 

園児が一生懸命に作った手作りの可愛いカーネーションの製作品をお受け取りください。

園児が持ち帰ります。お母様方、益々若くお元気で！ 

 

プ－ル開始 5／7（金）・・・詳しくは、7・8ページをご覧ください。 

 年長･年中は、プ－ルが始まります。年少は、6月からです。 

 初めての方は、プ－ルマント・水着･水泳帽・手提げ(かさ張るので薄型にして下さい)をご

用意ください。 

いずれもお手持ちの自由の物で結構です。（但し、ゴーグルは、禁止です。） 

プールカ－ドを出席ノ－トに添付しますので、プ－ル毎に記録をお願い致します。 

 

歯科検診 

 5/10（月）10：00～年長とエンゼル 

 5/12（水）10：00～年中とピノキオ・キューピット 
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ふれあい動物園・・5／11(火)  予備日未定 

動物愛護の優しさと子どもたちが本来持っている健全な情操を育成するためにこの行事を

行っております。当日は、暁幼稚園が、突然！小さな動物園になります。 

☆危険のない触れられる動物が中心になっております。 

☆全園児、当日の朝、野菜を一握りほどお願い致します。 

☆未就園児の方は、当日の午後（12：30～13：20）に遊んで貰う予定です。ご近所の方に

もお伝え下さい。 

 

キャンディルーム・・・・・・（申込書配付は 4／14(水)からです） 

 今年度もコロナ感染防止のため時間短縮にします。残念ですがご了承下さい。 

 当面の予定(以下の①と②は実施します） 

① 5／11(火)ふれあい動物園 12:30～13:20 

② 5／14(金)運動遊び 2:50～3:40 

③ 6／9(水)音楽とお話 2:50～3:40 

④ 7／2(金)七夕飾り、入園希望票 配付 2:50～3:40 

⑤ 9／8(水)運動会ごっこ 2:50～3:40 

    (在園生の運動会には、コロナ予防の時短の為､未就園児の種目はありません 

    ので、この日が運動会の代わりですのでご参加ください。) 

⑥ 11／26(金)運動遊び 2:50～3:40 

⑦ 1／19(水)運動遊び 2:50～3:40 

⑧ 2／10(木)体験入園(R4入園予定者のみ)1:30 

費用は無料ですが、名札代のみ 100円です。お友だちをお誘いの上おいでください。 

 

衣替え及び水曜日の服装について 5/12（水）～ 

 12(水)は水曜ですので服装は、半袖体操服登園です。全園児毎週水曜は、10月まで半袖体

操服登園になります。 

13(木)から年長・中は、紺パンになり上着は自由となります。 

 年少は、気温に合わせてください。エプロンは、着用していて下さい。７月になったら取

ります。 

 

個人面談 5／13・20・27（個人面談の日は、午前保育にさせていただきます。） 

 幼稚園におけるお子様の様子を担任よりお話致します。集団の中とご家庭の中とでは、多

少変わった面も見られます。 

 これから先、将来にかけて子どもたちは、集団の中で生活をして行きます。初めての集団

生活の中で現れた特徴を担任からよくお聞きになって、今後の成長過程のご参考にして頂き

たいと存じます。 

後日、担任より予定表をお渡し致しますので、お忙しいところ申し訳ございませんが、予
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定日時にお願い申し上げます。面接時間は、一人 15分ずつです。次の方が順番を待っており

ますのでお話が、長引く場合は、後日改めて担任とお話をしていただきたいと存じます。 

面接日の都合の悪い方は、お母様方同士で交換して、その結果を担任へご連絡下さい。  

 

集金（口座振替）について ・・諸経費詳細は、ホームページに毎月記載致します。 

すみませんが、下記代金を集めさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。 

諸経費に加算して今回は、色々とかかってしまい本当に申し訳ございません。以下の追加代

金を諸経費と一緒に口座振替えさせて頂きますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

5月追加分(5/17口座振替え) 

  年中･･･メロディオン代 5700円(注文した方) 

6月追加分(6/15口座振替え) 

年少･･･合計 14,160円・・個人精算になります。 

  （入園写真 880円,遠足写真 880円,保健衛生費年間 400円、施設費は 12､000円） 

年中･･･合計 14,160円・・個人精算になります。 

  （記念写真 880円,遠足写真 880円,保健衛生費年間 400円, 施設費は 12､000円） 

年長組･･･合計 13,280 円・・個人精算になります。 

  （遠足写真 880円,保健衛生費年間 400円､施設費は 12､000円） 

 

 

さつまいもの苗植えと水撒き(長･中) 5/18（火）、   予備日 5/21（金） 

苗植えの時に水を撒きますので、1ℓ位のペットボトルにお水をお願い致します。 

水筒では、水の量が足りないのと土で水筒が汚れますのでペットボトルにしております。 

ペットボトルの入れ物は、持ち運びやすいように工夫してください。 

年少組の苗の世話は、担任と他の職員で行いますので、年少さんはペットボトル不要です。 

 

新旧役員･委員会（旧あかつき会代表・新クラス委員） 

新旧役員･委員さん、お忙しいところ恐れ入りますが下記の通りお集まりくださいますよう

お願い申し上げます。5 月 28 日（金）10：00 第２園舎。 

新旧役員･委員さんで新役職を決め、仕事内容の引継ぎを行います。 

窓を全開します。マスク着用、手洗いを行い、体調悪い方はお休みください。 

以上よろしくお願い致します。 

 

一人一鉢栽培・・・年少組と転入生へ鉢は、５月末までに。 

自然観察の一環である一鉢栽培を毎年行っております。新入生は、鉢をご用意ください。 

鉢の大きさは、直径 18ｃｍ位にしてください。大きいと持ち運びに大変です。 

マジック･ペンキ・白クレヨン等でご記名下さい。 
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卒園生同窓会（ホームページでお知らせします） 

 日時：9／11（土）午前 10時集合、終了予定 12時頃 

持ち物：お道具袋、上履き、飲み物(自由)   

☆卒園生の元気なお姿をお待ちしております。 

★保護者の方の控え室は、コロナ予防でありませんのでご了承下さい。 

 

歯ブラシについて 

 歯ブラシは、衛生上お箸と同じ感覚でお箸セットと一緒に持たせてください。 

 歯ブラシの頭にかぶせるキャップは、不潔になり易いので使用しないでください。 

 歯みがき粉は、集団での使用は、不衛生になるので H25年度より中止で空磨きをすること

になりました。歯ブラシは、毎日お箸と一緒によく洗って下さい。 

 

誕生会（配信）とバースディランチについて 

 月毎にお誕生のお祝い会を行っており、すこやかなご成長のお祝いをします。 

 バースディランチは、年長･年中の同じ月生まれのお友達が集まって、お誕生祝いのランチ

をいただきます。園長･理事長が参加し、食後に一緒にゲーム等をして楽しく過ごします。年

少さんは、ありません。また、参観できないのでご了承ください。 

 

くすりについて 

薬は、園では、飲ませないことが原則です。 

朝昼晩とも薬を飲ませなければならない場合は、お休みをして、元気になってから登園し

て下さい。園としては、責任上、お医者さんから与薬指示書を貰ってきていただかないと投

薬はできません。しかし、常時、投薬を必要とする方と、どうしてもと言う方は、与薬指示

書の提出をお願い致します。病院に指示書のない場合は、園でお渡しした指示書に病院の証

明をいただいて下さい。 

 

与薬指示書について 

与薬指示書のことですが、本来は、保護者が病院へお願いして病院が発行するものなので

すが、ある病院で、用紙が無いとか発行できないとか言われたケースがありましたので、園

で用意をして新入生にお渡ししております。  

 

手洗いうがいの習慣を 

 手洗いは、衛生の基本です。 

手は、色々のものに触れるため、手を介して細菌やウイルスに感染する場合が多いです。 

 幼児の時から手洗いの習慣を身につけましょう。 

 手の甲・指の間を忘れがちなのでご家庭でもよく教えてください。 
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図書カード 

毎週一回の図書の貸し出しを行います。図書カードを出席ノートに添付致します。 

 本を返却する日にちと〇印をご記入ください。 

 借りた本は、大切にするように家庭でもお話下さるようお願い申し上げます。 

園からの特別のお願い 

☆長・中の制服が大きすぎるお子さんがおります。裾が長すぎて足に絡みつき転ぶケース

もあります。 

  裾を上げたり、セーラーカラーの裏側の肩の所で縫いこんだりしてあげて下さい。 

  二度とない可愛い時期なので制服は、体に合わせてあげて下さい。 

 

 ☆園敷地内へのペット(どんなに可愛い生き物でも)の持ち込みは、禁止しますので予めご

了承下さい。まだ見かけたことはありませんが、他の園で問題になりましたので先にお

伝えいたします。 

  

☆喫煙も駐車場を含め園の敷地内は、禁止ですので宜しくお願い致します。 

 

☆毎月の諸経費口座振替え明細は、ホームページにてお知らせする事にしました。ホーム

ページでご確認をお願い申し上げます。お手数ですが、どうぞよろしくお願い申し上げ

ます。 
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プール（年少は、6月からです） 

 プールが初めての方は、水着・水泳帽・タオル・手さげをご用意ください。（各自、自由なもの） 

 但し、手提げは、丸型ではなく、厚みのない薄型の物でお願い致します。（ゴーグルは禁止です。） 

水泳帽の記名は、おでこの上にあたる正面に指導者に読み取れるようにひらがなではっきりとお

書きください。 

 水泳帽は、必ず被ってください。毛髪が循環器の中に入りますと、故障の原因となり、水がきれ

いになりません。 

 プールカードを出席ノートに添付いたしますので、毎回項目ごとに〇×と体温をご記入頂きます

よう、お願い致します。 

プール用のタオルは、下記のようにお作りいただくことになっております。市販の物でもいいで

す。 

（プールが初めての方へ） 

プール用のタオルの作り方 

（1） バスタオルの端にゴムを通すところを作る。 

 

 

     (2) ゴムを通して結ぶ。止める。 

 

 

  

 

                          （3）タオルマントの出来上がり 

 

 

タオルマントは、いろいろな目的に使用できますので、上図のようにお作りください。 

使用目的    

  Ａ、体が上手に覆えます。 

  Ｂ、手の届かないところも自然と水を吸い取ります。 

  Ｃ、パンツの脱ぎの時にスカート代わりにする子もいます。（指示はしていません） 

  Ｄ、冬場には、冷気防止になります。 

  Ｅ、これを着ると、スーパーマンになったような気持ちになります。 

  Ｆ、これを着ると、ママの愛を感じます。 
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プール入水上の注意  

1、風邪、眼の病気、伝染病、下痢の症状のある方は、入れません。 

 

2、水着は、常に清潔なものを持ってきてください。 

 

3、爪をきれいに切ってきてください。 

 

4、ピン止めを髪にさしたまま、プールに入れません。 

 

5、泳ぐ前には、必ずトイレにいくこと。鼻をよくかみましょう。 

 

6、プールの中で鼻汁をすてたり、唾を吐いたりしないこと。 

   唾や鼻汁は、プールサイドに流しましょう。（先生に場所を教わりましょう。） 

 

7、シャワーで体をよく洗い、腰つかり槽でおしりをよく洗いましょう。（しゃがんで 5つ数える） 

 

8、水を飲む時は、必ずうがいをしましょう。 

 

9、プールの中でおしっこをしないこと。プールにもトイレがあります。 

 

10、泳ぎ終わったら、眼を洗い、うがいをし、体をシャワーで洗いましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


