
    
№12－１                               令和４年 1月 28日 
       園 だ よ り ―２月― 浦和明の星幼稚園 

園長  栗田 亨 
 
 オミクロン株は、これまで感染が少なかった幼稚園児にも広がり、ゆり組とたんぽぽ組を閉鎖しまし
た。園では経験を生かし、感染の連絡が入った日に、書類をまとめて保健所にメールで送信しました。
想像以上の業務繁忙のため保健所との連絡がつかない日が続き、皆様にはご心配をおかけしました。３
日後保健所より、国の基準にしたがい園で感染状況を精査するようお願いがありました。感染拡大の兆
候がなければ通常活動に戻す予定です。新型コロナウイルスについては、いつ、どこで、だれが感染し
ても不思議ではない状況が続いています。園では、引き続き最大限の感染予防策を講じながら、できる
だけ子ども主体の活動を続けていきたいと考えています。 
 
今幼稚園では、冬場ならではの登園風景が見られます。園児玄関は、換気用の扉以外、全部閉じてい

ます。歩いて登園する子には「お好きな場所を選んで、ご自分で扉を開けて、ご自分で閉めていいよ」
と伝えています。大きく、重い扉ですので、大人でも片手で開けるのはちょっと力が必要です。年長児
なら、すいすいと開ける子もいますが、年少の子にとっては、両足を踏ん張って身体を使って力を入れ
ないと開きません。それ以前に、扉の前に立てば自動で開くものと思っているのか、たたずむ子も多い
です。見送りの保護者が気を利かせて開けてしまうこともあります。また、自分で開けはするものの、
閉めずにそのまま中に入ってしまう子も見られます。扉を閉めるという行動は、必要に応じて開けるの
より、はるかに高度な行為だと思います。なんだか、後片付けによく似ています。 

 
たかが扉の開け閉めですが、子どもにとってはとても大きな挑戦です。それは、開け閉めまでできて

大袈裟に褒められた時の、自信に満ちた子どもの笑顔によく表れています。保護者の反応は二通りで
す。手っ取り早く自分で扉を開けて中に入らせる方、子どもがするのをじっと待っている方、朝の忙し
い時間、直ぐ出勤という方も多いと思います。大切なのは、扉の開け閉めが子どもに力をつける機会
（開け閉めに身体や筋力を使うという物理的な力、どの扉から入るか選択する力、閉じた扉を開けなけ
れば入れないことや用が済んだら閉めるということに気付き実行する力）になるということです。 

 
もう一つ、子どもが喜んで園に行き、さっさと保育室に入る姿は、保護者にとって嬉しい反面、少し

寂しい風景かと思います。一方、登園を渋ったり、直ぐに保育室に行かない場合は、とても心配です。
ここでの保護者の反応も二通りです。どのように靴を脱ぎ、上履きに履き替えるか扉の外から、ずーっ
と見守る方と、忙しいのか扉の前でお別れをしてすぐに立ち去る方です。「鶏が先か卵が先か」かも知
れませんが、見守る方のお子さんに限って、中々靴を履き替えようとしません。一方、直ぐに立ち去る
方のお子さんは、てきぱきと行動する傾向にあると感じます。それは、そうでしょう。いつまでも、保
護者の方と一緒に居たいと思っているお子さんなら、親が見ていてくれる間はできるだけ長くゆっくり
行動したいはずです。 

 
保護者のちょっとした行動が、お子さんの力や主体性を育てる鍵になっているのかなあと思う毎日で

す。ＩＣＴの発達で、そうでなくても体を使わずに指先だけで何でもできてしまう昨今です。でも、生
きる元手は身体です。いつまでも元気に過ごせる身体の元を作るのが、幼児期だと思います。保護者は
心を鬼にして、子どもに身体を使う場面、自立する機会を作ることが大切なのではないでしょうか。２
月３日は節分、鬼を外に追い出すだけでなく、鬼の心で接することで福を呼ぶこともあるのかなあと思
います。４日は、立春、暦の上では春です。春の到来とともにオミクロン株も退散することを心より願
います。 
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＜体操指導・英語日程＞ 

年長・年中…体操着登園 
年少…体操着持参 
 

 
 

作品展について 
【日 程】  令和 4年２月１0日（木）   8：30～13：20 
【観覧時間】 感染予防を徹底するため、クラスを 5 分割して参観時間と集合場所を指定して公開いた

します。集合時刻に集合場所にお集まりください。 
お子さまと保護者１名（未就園児可）でご鑑賞ください。 

※各クラス、個々人の参観時間、集合場所につきましては、後日お知らせいたします。 

参観時間 8：30～9：20 9：30～10：20 10：30～11：20 11：30～12：20 12：30～13：20 
集合時刻 8：30 9：30 10：30 11：30 12：30 

 
【服 装】 制服 （制帽、かばんはいりません）   ※子ども、保護者マスク着用 
【持ち物】 ・保護者の上履き、外靴を入れるビニール袋 

（お子さんの上履きは園にあります。観覧後お持ち帰り下さい） 
・年長、年中組は作品バッグ ※各保育室の箱にお入れください。 
（令和 3年４月以降転入園の方は、園で用意しています） 

＊当日お忘れの場合は、バスでのお預かりはできませんので、後日 
園までご持参ください。 

※後日「作品展のしおり」を配布いたします。楽しみにご覧ください。 
※作品展当日の預かり保育はありません。 
※昨年行っておりました「すいーつばたけ」のクッキー販売は、コロナ感染症拡大 
防止のためありません。 

 

 

お知らせ 

１ 保育参観・懇談会について 

3/4（金）、3/7（月）、3/8（火）に学年別で予 
 定されていた保育参観は、クラスを 3つに分け 
 ての分散保育参観といたします。全学年通常保 
育、弁当持参となります。なお、懇談会は下記 
の日程で行います。別日開催となり、ご足労を 
おかけしますが、万障お繰り合わせの上ご参加 
ください。 

  共に、詳細につきましては、後日配布いたし 
ます。 

【懇談会日程】 
 年長組：3月 8日（火） 15：30～16：30 
 年少組：3月 14日（月） 13：00～14：00 
 年中組：3月 15日（火） 13：00～14：00 
 

 

 

２ 預かり保育実施日について 

  ２月２２日（火）、主要行事一覧表には預かり保
育なしになっていますが、預かり保育を実施いた
します。 
なお、年長組の卒園式後の預かりは行っており

ません。3/14（月）～3/18（金）は○になってお
りますが、△です。お詫びして訂正いたします。 

お願い 

1 ２月、３月分保育料納入について 

  ２月、３月の保育料は、２ヶ月分一緒に納入頂 
くことになっております。 
【引き落とし日】２月１4日（月） 
 2月 10日（木）までに残高をご確認ください。 

 年 中 組     
ちゅうりっぷ３ 

年 長 組 
ちゅうりっぷ１、２ 

体操指導 ２/1、８、15（火） ２/２、16（水） 

英 語 年中 ２/24（木） 年長 ２/17（木） 
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浦和明の星女子中学校入試に伴う登降園について 

2月 4日（金）は、第 2回入試になります。下記の通り措置をとりますので、ご理解ご協力を 
お願いいたします。 

記 
１ できるだけ自家用車のご使用はご遠慮ください。どうしても使われる方は、登園は 30 分遅れでお願

いします。 
登園…9：00～9：30 
降園…通常通り 

 ２ 幼稚園専用門は、通常通り使用できますので、徒歩、自転車の方は、定刻通り専用門よりお入り 
   ください。 
３ 園バスは、大六天公園付近で乗降を行い、定刻通り運行します。 
４ くれぐれも迷惑駐車などすることのないようよろしくお願いします。 
５ 降園は通常通りです。 

 

＜２月の行事予定＞ 

1 火 年中、ちゅうりっぷ３ 体操指導    年中 体操着登園、年少 体操着持参 

2 水 給食実施日 
年長、ちゅうりっぷ１、２ 体操指導 年長 体操着登園、年少 体操着持参 

3 木 節分 学年ごとに集会をおこないます 
4 金 浦和明の星女子中学校入学試験 第２回 ※詳細はNo.12－3 

※2号認定預かり保育納入袋１月利用分のコピー提出締切り 
8 火 年中、ちゅうりっぷ３ 体操指導    年中 体操着登園、年少 体操着持参 
9 水 午前保育 11 時降園 ※週末の荷物持ち帰り（上履きは除く） 

10 木 作品展  作品バッグ持参（年長、年中のみ） ※詳細は後日配布 
※預かり保育はありません 

11 金 建国記念の日  祝日 
14 月 ※２、３月分保育料引き落とし（2/10（木）までに残高をご確認ください） 
15 火 年中、ちゅうりっぷ３ 体操指導 年中 体操着登園、年少 体操着持参 

年長チャペル訪問 
16 水 年長、ちゅうりっぷ１、２ 体操指導 年長 体操着登園、年少 体操着持参 

年中 クローバー畑 ※水筒・ファスナー付ビニール袋持参 

17 木 年長 英語指導 
年中 チャペル訪問 
幼稚園体験教室 A－② 令和４年度新入園児対象 

18 金 年長 お別れ遠足（雨天 2/2４（木）） ※詳細は後日 
21 月 年少 チャペル訪問 

幼稚園体験教室 B－② 令和４年度新入園児対象 
22 火 お別れ会（園児のみ） ＊昼食は園で用意します ※詳細は後日 

※預かり保育実施 

23 水 天皇誕生日 祝日 
24 木 年長お別れ遠足予備日 年長のみ お弁当持参（2/18に実施できた場合もお弁当） 

年中 英語指導 
25 金 お誕生日会 

幼稚園体験教室 C－② 令和４年度新入園児対象 
教育相談日 
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日本でも、子どもが性犯罪に巻き込まれてしまうニュースを、たびたび目にするようなりま

した。お子さんが犯罪に巻き込まれないよう、むやみに恐れるのではなく正しく知り、日頃か
ら親子で防犯について話し合いましょう。 

あなたのたいせつな からだとこころをまもろう！ 

～おねがい、しってもらいたいこと～ 

❀あなたのからだは ぜんぶたいせつだよ 

❀とくに パンツのなか みずぎで かくれているところは ほかのひとに 

ぜったいに みせたり さわらせたりしたら だめだよ！  

くちも さわらせないでね！ 

❀もしも みられたり さわられたり へんなことされて あなたが いやだな 

 へんだな きもちわるいな とおもったら あなたのはなしをきいてくれる  

あんしんできる おとなに おしえてね！ 

 
・性暴力、性犯罪被害に遭われた方からの相談の約１割が、幼い子供たちです。 
・性犯罪、性暴力被害専用の相談窓口「アイリスホットライン」までご相談ください。 

     アイリスホットライン  0120-31-8341 （２４時間 365日 いつでも相談受付） 
          ※埼玉県県民生活部 防犯・交通安全課より通知がありました。 

 

＜３月の主な行事予定＞ 
3 木 ひなまつり  ひなまつり写真撮影 
４ 金 分散保育参観    

※2号認定預かり保育納入袋 2月利用分のコピー提出締切り 
7 月 分散保育参観 
8 火 分散保育参観、年長組 懇談会 
9 水 給食実施日 

11 金 午前保育 １１時降園 
12 土 卒園式  ９時開式   於）ジュビリホール 
14 月 年少組 懇談会 
15 火 年中組 懇談会 
16 水 午前保育 １１時降園 
17 木  〃 
18 金 修了式 
21 月 春分の日 祝日 
22 火 春季休暇 預かり保育あり 
23 水 預かり保育最終日 

 
※コロナウイルス感染症拡大状況により変更する場合があります。 
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   調書作成のための調査について （年中、年少対象） 

 
年度末、園児の調書作成のため下記の欄にご記入の上ご提出ください。 

【対  象】 年中組、年少組 全員提出 
【提出締切り】２月４日（金） 期日厳守 

       本用紙を担任にご提出ください 
【記入方法】・下記の 1～８の欄にあてはまる事項を記入してください。（7.8は年中のみ） 

・マンション、アパート等集合住宅の場合は、正式名称をお書きください 
    
                   記                    

１            組      園児氏名                 

  緊急連絡先             緊急連絡先電話番号            

２ 住所  〒 
                                         
  電話                

３ 家族構成（変更のあった方のみ） 
     月     日   氏名               

事由（出生、死亡等）                             

４ 勤務先（変更があった方・新しくお仕事を始めた方等） 

  名前       勤務先                           

勤務先電話番号                       

５ 園児がカトリック信者の方    洗礼名                    

６ その他 
                                         
 

―以下年中組のみ―  
７ 進学予定先小学校名               小学校 
８ 私立小学校受験を予定  する ・  しない  （どちらかに○をする） 
 
   ※この書類に関わらず何か変更があった場合は、担任にご連絡ください。 

ご記入いただきました個人情報は、個人情報保護法に則りとり扱いは厳重に且つ 
幼稚園業務（学籍関係）のみに使用いたします。 
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