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演技に集中する子どもの姿は何と凛々しいのでしょう。マスクなしの子どもの顔は、何と可愛いの

でしょう。クリスマス会、感染等で休まざるを得なかった方がいらしたこと、誠に残念で仕方ありま
せん。当日の感染確認もあり、多くの皆さんにご心配をおかけしました。拡大することなく無事に、
しかも盛大に開催できたこと、何より皆様のお蔭と心より感謝申し上げます。直後は「子どもの素で
の晴れ姿が見られてよかった」「サンタからのプレゼントが一番盛り上がった」などと大喜びしてい
ましたが、万一拡大したらという一抹の不安もありました。数日後、「年少の頃からやりたいと言っ
ていた役ができて本人も親もとっても喜んでいます」というお言葉もいただきました。改めて、価値
あることを続けることの大切さを痛感し、心を強くしました。 

 
16 日の金曜日、その日は、いつも以上に子どもの挨拶の声が大きく、何か皆ウキウキしているよ

うに感じました。ＰＴＡの正副会長との席では、「サンタさんが見ているよ」とプレゼントに期待を
持たせているという話も出ました。お誕生日会では、クリスマス会での活躍を称え、12月 25日は何
の日かクイズを出しました。サンタがプレゼントを持って来る日と答える子もいましたが、殆どの子
がイエス様のお誕生をお祝いする日と答えていました。25 日にした理由は、大昔の暦で冬至に関係
があることを伝えました。玄関前の桜の切り株の年輪は、木が寒い冬を乗り越え、毎年成長した証で
あることから、冬休みも寒さに負けず元気に外遊びをして成長しましょうとお話ししました。でも、
子どもは半袖で外遊びを楽しんでいますので、寒い冬を乗り切るためには、野菜など苦手なものもし
っかり食べて栄養をつけましょうの方が、よかったかなとも思いました。 

 
クリスマス会第２部で、矢吹貞人助祭様がおっしゃっていましたが、クリスマスからお正月にかけ

て長い休みを取る国が多いとのこと。我が国では、クリスマスは祝日ではありません。御用納めも 28
日ですので、連続した休みにはなりません。でもこの時期は、子どもはもちろん大人にとっても、わ
くわくする時期であることには違いありません。先日、可愛くヤンチャな怪獣が大暴れする映画を凡
そ 40年ぶりにテレビで見て、ああそういうわくわくするクリスマスもあったなあと、感じ入りまし
た。ただ、世界には平和にクリスマスを迎えられない人も数多く居ること、そういう人たちを支援す
ることも大切でしょうし、何よりそういう人が居ることに思いを馳せ、感謝の気持ちを持って今の幸
せを精一杯楽しむことが大切だと思います。 

 
終業式では、いつものことですが、2学期を振り返り、その頑張りを称えました。行事ごとに様々

な経験をして、背が伸び体重が増えたように心も大きく成長したこと。それは、登園の時園長に挨拶
しなかったのがするようになったこと、大きな声で、先に、目を合わせてできるようになったこと、
それらはみんな心の成長であることをお話ししました。そこには、自分だけでなく大勢の人の関りが
あったことに気付くこと、それ自体が感謝の気持ちであることも伝えました。そして、楽しいことが
たくさん待っている冬休み、家族皆で楽しい気持ちで過ごすことが感謝の気持ちを表すことになる
こと、誰もが平和で穏やかなクリスマスやお正月を迎えられるように祈るためにも、今自分でできる
ことを精一杯することが一番大切であることをお話ししました。 
よき年末を、そして幸せな新年をお迎えください。 
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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 
（参観日は体操着登園） 
□…体操参観日 

体 操 参 観 

 下記の日程で、体操参観を行います。お子様のクラスの時間をご確認の上、お越しください。 
コロナ対策として、検温、マスク着用、保護者 1名の参加でお願い致します。（ビデオ撮影可） 
※上履き、外靴を入れるビニール袋をお持ちください。 
※参観日は、年少組も体操着登園となります。 

【1月１７日（火）】 
ゆ り ちゅうりっぷ１ さくら き く う め  

10：10～10：35 10：40～11：00 11：05～11：30 11：35～12：00 13：00～13：25  

【1月１８日（水）】  
ひまわり ちゅうりっぷ２ ちゅうりっぷ３ すみれ たんぽぽ すずらん 

10：10～10：35 10：40～11：00 11：05～11：25 11：30～11：55 12：00～12：25 13：00～13：25 

お知らせ 

１ 学校評価について 

令和３年度幼稚園自己評価及び、評価委員に
よる評価結果を、ちゅうりっぷ 1組前掲示板に
公開していますのでご覧ください。 

２ 12 月出席カード出席日数について 

12月分の出席日数は、1月にお預かりした 
際に記入します。 

3 学級閉鎖に伴う給食代替措置について 

きく組の学級閉鎖に伴う給食欠食分のうち、 
  発注取り消しができた分について、２学期末に 

代替え措置を取らせていただきます。 
学級閉鎖期間：12/13（火）～12/17（土） 

４ 浦和明の星中学校入試について 

   今年度、浦和明の星中学校の入試日は 1月 14 
日の土曜日となっておりますので、幼稚園の業 
務には支障ありません。 

お願い 

１ 登園時間について 

   徒歩、自転車、車登園の方は、8 時半から 9
時までに登園してください。特に年長児は、就
学に向け、8時 30分を目標にしてください。 

2 着替え袋について 

   中身を確認し、始業式（1/10）にお持たせく
ださい。（肌着 2 枚、パンツ 2 枚、靴下 2 足、
記名したスーパーのビニール袋 3枚） 

３ 帽子のゴムについて 

制帽、カラー帽子のゴムを確認し、伸びてい
たらつけ直してください。 

４ 個人用品について 
   のり、クレヨン、サインペンは、補充や直し 

が必要なお子さまのみ持ち帰ります。 
 【のり】ご家庭で補充又は園で購入してください。 

※ご家庭で補充した糊は粘度が緩く扱いにく
い場合がありますので、園での購入をお勧め
します。（２8０円） 

 【クレヨン】書けないもの、短すぎるもの、折れ 
ているものは直し、又は補充してください。使
い切った場合は、ケースに入るものを補充して
ください。（キャラクターものは不可） 

 【サインペン】書けないものは水性ペンでケース 
に入るものを補充してください。 

（園で購入可能 ばら売り 1本 130円 
ケース売り 1,090円 

 年 長 組     
ちゅうりっぷ１ 

年 中 組 
ちゅうりっぷ２、３ 

体操指導 １/17、24、31（火） １/18、25（水） 

英 語 年長 1/12、26（木）  年中 １/19（木） 
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＜1月の行事予定＞ 

分散保育参観日程表作成にあたり 

今年度最後の「分散保育参観」を、下記の日程で行います。参加日時を決めるにあたり、参加の可否や
仕事でどうしても都合のつかない日等のご意向がある方は、令和５年１月１０日（火）までに、書面にて
担任にお知らせください。 

【実施日時】 
     2/27（月）、2/28（火）、3/1（水） 
     年少・中組：午前 
     年長組  ：午後 

決まりました日程等は、後日分散保育参観のお手紙でお知らせいたします。 

＜２月主な行事予定＞ 

 

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 

２ 
年始休業 

３ ４ 
振替休日 

５ 
 

６ 

９ 
祝）成人の日 

10 
始業式 
預かり保育開始 
※預かり納入袋 
コピー提出締切 

11 
午前保育 

12 
通常保育 
給食開始 
長）英語指導 
長）チャペル訪問 
※保育料引き落とし 

13 
長）交通安全教室 
中）チャペル訪問 

16 
体験教室A-➀ 
（未就園児） 

17 
体操参観 

18 
体操参観 

19 
少）チャペル訪問 
中）英語指導 

20 
体験教室 B-➀ 
（未就園児） 

23 
お誕生日会 
体験教室C－➀ 
（未就園児） 

24 
体操指導 

25 
体操指導 
給食実施日 
教育相談日 

26 
長）英語指導 

27 
午前保育 
入園説明会（午後） 

30 
避難訓練 
 

31 
体操指導 
 

 

3 金 節分 
8 水 給食実施日 
9 木 午前保育 

10 金 作品展 
15 水 長）お別れ遠足 
16 木 体験教室 A－② 
17 金 バスの避難訓練 
20 月 体験教室 B－② 
21 火 お別れ会 
23 木 天皇誕生日 祝日 
24 金 お誕生日会 

教育相談日 
27 月 分散保育参観 

体験教室C－② 
28 火 分散保育参観 


