・感謝の心を育てる心の教育・ボランティア教育
・たくましい脳を育てる右脳教育
・常勤外国人教師による日々の英語教育

８月１日・２日の１泊２日で三重県にあるハルナの家と鈴鹿サーキットへ行って参りました。中学１年生からボ
ランティアとして小学生のお友達のお世話をしてくれています。昼食のお金の払い方や、夕食の焼肉屋さんで
はお肉を焼いてくれてたりと先生方の出る幕がない程しっかりとお世話をしてくれました。又、小学生もボランテ
ィアのお兄さん・お姉さんの話をしっかりと聞いて行動をしてくれていました。夜のお楽しみ会では、一人ずつ将
来の夢や今頑張っている事を発表してくれ、みんなのキラキラした瞳を見ていると胸が熱くなりました。
２日目の朝からはボランティアのお友達がエアコンのフィルターの掃除や窓拭きなど、園児のおとまり保育では
なかなか手が届かない所もしっかりと掃除をしてくれていました。小さくてかわいかった姿から立派に成長をし
ていく姿を見られて、喜びをかみしめています。また来年も元気なみんなに会えるのを楽しみにしています。

今
番月
組の
し
はつ
け

選
ん
で
見
姿よ
勢う
よ
く
－１－

２学期がスタートし、子ども達の輝いた笑顔、元気な声に包まれて幼稚園
も息をふきかえしたように活力ある空気があふれています。
始業式では夏休みの前に約束していた「１日に１回、ありがとうを言う」とういうこと「できました
か？」とたずねると、多くの園児が元気よく手をあげてくれました。『「ありがとう」を言うとみん
なの心が体の中がきれいにピカピカにサラサラになりますよ。これからもありがとうをたくさん言
いましょう。』と話をしました。
園長面談で、保護者の皆さんとお話をしていると、ハルナの保護者様がいろいろと子育ての中で
悩んだり考えたりしながら一生懸命子育てに取り組んでおられることがわかります。 以前もハルナ
新聞でご紹介したことありますが、私が以前読んだ本にこのようなことが書かれていました。
『「今日」という日は二つの特別な日が重なった日です。今日の自分自身は、これまでの人生の
中で最もベテランであり最も経験を重ねた日、最も知恵がある日です。半年前や一年前の判断に対
して未熟であったなとか、ああしておけばよかったと思うこと自体が自分が進歩・向上しているにほ
かなりません。逆に今日を含めた未来を考えたとき、「今日」は最も未熟な日です。今日の自分自
身は最も未熟であり、最若年者であることに気がつきます。それがわかったとき、「もっと勉強しよ
う」「もっと向上しよう」と思うようになるでしょう。』
今日という日は過去の人生の中で最も優れた自分と最も未熟な自分がいる日ということですね。な
ので、最ベテランの自分を信じて仕事や子育てにおいて自信をもって判断したらいいと思います。
そして、今日という日の中で未熟でまだ何も知らない、わかっていない自分がいることも認識し、
人の話を聴き、人を敬い、人に対して素直な気持ちで、学び・向上することを考えたらいいのだと思
います。
園長として皆さんを前にして色々とお話している私ですが、私、何年か前の母親としての自分を考
えたとき未熟だったなぁと思います。いろんな未熟なことが沢山あってここでは書ききれません
が、ひとつ披露すると、子どもが小学生の時に参観に行ったときのことですが、勿論子どもが小学
生の時も仕事をしていましたので、午前中ギリギリいっぱいまで仕事をして園から直接参観に向か
いました。開始時刻ギリギリセーフで到着し間に合ったとホッとしましたが、ギリギリには違いない
ので半ば小走りで廊下を進んでいましたら、その時に教頭先生と廊下で出くわしまして、通り過ぎ
る時にやや怖い顔で「奥さんはいつも急いでるね。」と言われました。先生はそれだけしかおっしゃ
らなかったのですが、私にはその後の言葉が聴こえてきたような気がしました。｛そんなにいつも
急いでたら何か大切なことを見失うよ。余裕を持って子育てにあたりなさい。余裕は工夫で生み出
せれるはずですよ。｝私にとって大変重い一言でした。今から考えると大変恥かしいことですが、そ
う思うとちょっとは成長した自分に気付きます。けれど、まだまだ色々なところで自分自身反省す
ることも多く、今の自分を未熟に感じることもしばしばあります。又これからどなたかから戴く一言
を聞き逃さず、大切に出来るようにしたいと思います。
先ほどの本の中にはもう一つこんなことも書いてあります。
『ありがとうは心の中で思うより口に出した方が何倍ものパワーを持つ』
『心の中で思う力（想念）よりも口に出した力の方が大きなエネルギーをもっています。喫茶店に
行って「コーヒーを飲むぞ、コーヒーを飲むぞ、」と心の中で強く思いながらも、「紅茶をくださ
い」と口に出せば、出てくるものは「紅茶」です。‹中略› 想念の力が１だとすれば、言葉の力は 1
万倍になります。』
家族や両親、また子どもに対して感謝をいくら心で思っていても相手にその感謝を言わなければそ
のことが伝わらない。思うだけでは駄目だということですね。これは私も身につまされます。夫や
親、子どもがいることの幸せを十分に心の中では感じているのに、その想いを表現する言葉をどれ
だけ言えているでしょうか。お母さま方もついつい「片付けなさい」「言うこと聞きなさい」「早く
しなさい」と指示が多く、感情を表す言葉が想いより少なくなっていませんか。言葉に出す力を味
方につけることが出来たら、もっと明るく幸せに子育ての力もモリモリになるでしょう。どんどん、
口に出していきましょう。ありがとうは魔法の言葉、こころのお薬です。子ども達だけでなく私達大
人も沢山ありがとうを言い合えるハルナの大家族になりましょうね。
今年の運動会のテーマは、“ハルナオールスターズ”～心と心の手をつなごう～です。
２つの園が力を合わせ、時には良きライバルとなり、時には心を通わせられる仲間となり、園児の力
を引き出し、伸ばして参りたいと思います。職員も同じく良きライバル・良き仲間として精進したい
と思っています。
又お手紙します。
園長 奥 裕子
－２－

年長児のお友達

みどりのおそう
めんはやさいのせ
いぶんがはいった
おそうめんだそう
ですよ。１０がつに
もあるのでたのし
みにしましょうね。

満３歳児のお友達

年中児のお友達

ひとつひとつあ
なにひもをとお
すことができまし
たね。スムーズ
にできるようにな
りました。
指先の運動として取り組んでいます。

まんげきょうはい
ろいろないろやか
たちがみえてとて
もきれいですね。
じょうずにつくれた
のですね。

年少児のお友達

年中児のお友達

年中児のお友達
挨拶がとても丁寧
で、いつも足をきち
んとそろえて元気に
「おはようございま
す」とご挨拶をしてく
れます。

。

よろこんでくれてう
れしいです。バスの
せんせいもあんぜん
うんてんでがんばり
ま す 。み なさんも げ
んきにバスののりお
りのごあいさつがん
ばりましょう。

年長児のお友達
「花火とおばけ」

おばけがうしろのはなび
をみてたのしそうにして
いますね。

年少児のお友達
ふじぐみのおね
えさんといしょに
あそんでたのしか
ったですね。これ
からもなかよくし
てくださいね。

年中児のお友達
「くわがたとスイカ」

朝礼の整列時に
前のお友達を見て
まっすぐ並んでくれ
ています。まっすぐ
並ぶと気持ちも引き
しまりますね。

年中児のお友達
「ＣＡＭＰ」

ほしぞらのしたで camp
fire をしています。
テントのよこでくまがのぞ
いていますね。

とてもおいしそうなス
イカができましたね。
クワガタもうれしそう
です。

－３－

年少児のお友達
「海のさかな」

さかながきもちよくおよ
いでいる ところをひょう
げんできましたね。

7/11（火）に赤組保護者参観が行われました。保護者様よりご
感想を頂きましたので、一部ご紹介させて頂きます。
＊（略）先生方も一丸となって取り組まれている姿、手を後ろに姿勢正し、子ども達と同じ動きをされていて素晴らしい
なぁと。ハルナ幼稚園に入れて良かったなぁと改めて感じました。（略）「これイギリス」「ドイツ」とか言うので、地図
と合わせて確認しましたが、私も色々と学べるのでありがたいなと。毎日の体育ローテーション・右脳教育・感謝教育・
英語教育最高です。ありがとうございます。
＊（略）順番ぬかしをしていたらちゃんと並ぼうねと指導して頂いている姿も見られ、ちゃんと社会的ルールの教育もして
頂いている事もよくわかり、この園に入園させて頂いてよかったと安心しました。

＜１年生の部＞
坂田茉桜さん（２位）全国大会出場
服部奈々さん（１３位）
＜２年生の部＞
下谷真奈美さん（３位）全国大会出場
＜３年生の部＞
片岡柚貴さん（４位）全国大会出場
坂田泉葵さん（５位）全国大会出場
＜４年生の部＞
古元伶奈さん（７位）
＜５年生の部＞
西沼 結さん（２位）全国大会出場

+

平成２９年度ピアノコンクール「ピティナ・ピアノコンペティション」が７月・８月に予選・本選
と行われました。課外レッスンピアノのご指導をして頂いております大浦先生の指導のも
と、たくさんの園児・卒園児の方が賞を取られました。これからも頑張って下さい。

予選奨励賞 連弾プレ初級
予選演奏検定合格 A２級
本選入賞 連弾プレ初級
本選入賞 連弾中級 A
本選入賞 連弾プレ初級

本選入賞 連弾初級

上野世莉（年長児）
伊丹菜々（年中児）
長谷川み（年長児）
中村悠希（年長児）
伊丹菜々(年中児)
大浦琴音（小６）
井上結愛（小２）
伊丹晴崇（小２）
中島 駈（小１）
仲村一華（小１）
片岡柚貴(小３)
芳仲由衣（小３）
永井晴菜（小４）

本選優秀賞 A１級
本選入賞 A１級
本選入賞 Ｂ級
本選入賞 Ｃ級

－４－

仲村一華（小１）
中島 駈（小１）
永井晴菜（小４）
大浦琴音（小６）

＜黄組＞
夏休みが明け、静かだった園内も子ども達の活気のある声が戻ってきました。
年中児黄組は、1 学期のクラス目標を「元気よく挨拶をすること」と掲げてきました。
毎朝のご挨拶、帰りのご挨拶はもちろんのこと、園へ来られるお客様、保護者様などたくさんの方々へのご挨拶
を頑張っていました。２学期は更に挨拶をして、たくさんの方と心と心の握手を頑張ってほしいと思います。
２学期に入り、黄 A 組の部屋の中が少し模様替えをしていました。部屋に入ってくると、「部屋の中が変わってい
る」とすぐに気付いてくれたようです。
また、担任のヘアスタイルが違う日や、事務所の中に新しい物が増え
たとき、玄関や部屋にお花が飾ってあるときなど様々な変化に気付い
てくれるのも黄組の子ども達がとっても多いです。
朝の掃除の時間に雑巾がけをしてくれていた黄組の子どもたちに
「きれいにしてくれてありがとう」と伝えると「ここ汚かったから拭いてる
ねん。きれいにしてるの」と子ども達の目線で汚れに気付き、きれいに
してくれました。
「気づき」の目があると、物だけでなく、自分だけでなく、友達のこと、
気持ちに寄り添えるようになっていけると思います。
いろいろ気づいたことを言葉にしながら友達へ人への思いやりの心を
育てていって欲しいです。

体操服を鞄に入れる時やロッカーになおす時、き
ちんとたたむ練習をしています。またその時にはお
友達の物と間違ってしまわない様にたたむ事を伝え
ると「先生見て、ちゃんと名前が見えてるよ」とき
ちんと名前が見える様にたたんでくれます。袖を整
えたり裏返しになっていると戻したり、細かい事に
も気を付け楽しんでたたんでいます。子ども達同士
で「こうやってするんだよ」と教え合ったり、「お
うちでもやってみる！」と意欲が沸いてうれしい声
も聞こえます。ぜひお家でも一緒にやってみて下さ
い。

藤組は月１回どんぐり学園長の平岡先生に書き方の指導をし
て頂いています。藤組全員でコンクールに応募し、下記のお友
達が特別賞・金賞を受賞されました。おめでとうございます。
これからも丁寧に書くことを意識して頑張りましょいうね。

＜ダイヤモンド賞＞

年長児
樋口愛花さん

＜金賞＞
年長児

新入園児入園面接考査日＆採寸日

北村晏子さん
垣友里さん
甲地希羽さん
河野 遥くん
藪 佑光くん
山下和寿くん

年長児

後藤翔太くん
谷口綾香さん
福原綾乃さん
山内栞奈さん

運動会グランド練習・リハーサル

◆9/2(土)・9/9(土）
新しいお友達に会えるのを楽しみにしています。

◆9/12・14・19・21・25・28・10/3・4・5
◆リハーサル 9/26(火) 雨天：9/28（木）◆（各自送迎）
運動会に向け、グランドで各学年力を合わせて練習
します。暑い中での練習になりますので、必ず水筒
をご持参下さい。(ヒモ付)
練習の後には冷たいごほうびも用意しています。

祖父母様おまねき会
◆9/5(火)◆藤組・イマージョン黄藤 ◆9/6(水)◆黄組
年中児以上の祖父母様をお招きし、日頃の日課活動
や歌の発表を披露します。祖父母様と短い時間です
が、一緒に過ごし、感謝の気持ちを伝えましょう。

ハルナ大運動会

敬老の日

◆9/18(祝)◆
敬老の日までに届くようにおじい様・おばあ様へ心
を込めたハガキ製作を行っています。１つ１つ丁寧
に仕上げたハガキが届く日をどうぞお楽しみに。

◆１０/7(土)
◆雨天：10/8（日）
みんなで力を合わせて頑張りましょう。

－５－

今年度初めての流しそうめ
んということで、子ども達はと
ても楽しみに張り切っていまし
た。そうめんの他にフルーツ
も流れてきて「つかめたよ！」
と大喜びの子ども達でした。

ボールを投げて壁に当てると音と映像
が出てきたり、自分の肖像画が映し出
されたり魔法の世界に引き込まれてい
る子ども達でした。「これはなにでで
きているのかな？」と仕組みに興味
津々でした。

OEV は英語を楽しみながら学ぶ、体験型英語教
育施設です。各シチュエーションの中から、「I
want to go to dig dinosaurs!」など出発前から
グループで相談しながら、コーナーやセクション等
を決めていました。待ち時間でスタッフさんが
「where are you from?」など声をかけて下さ
り、たくさん English で会話ができ、日頃の英語の
力を十分発揮できました。

世界各国の飛行機に大興奮の
様子でした。関係者の方しか入る
事が出来ないエリアに入らせて頂
き、関空の警察署や機内食を作
る工場などの施設がある事も教
えて頂き、関空だけで多くの職種
がある事も知りました。

保護者の皆様からいらなくなった古
本を園に提供して頂くご支援を頂い
ています。１学期に集まりました古
本を、犯罪被害者支援団体のホン
デリングに送らせて頂きました。古
本がお金に代わり、犯罪で被害にあ
われた方の生活の支援となります。
園から取りまとめて発送することが
できますので、不要になった書籍等
がありましたら園にご持参下さい。

去る 6/21（水）に行いました英検Ｊｒ．の結果が出ま
した。全体の 80％以上が合格となります。
よく聞いて答えてくれました。おめでとうございます。

＜Ｓｉｌｖｅｒ＞
児玉咲蘭さん（アフター小３年）
飯降紗季さん（年長児）
下谷興真くん（年長児）
飯降真季さん（年長児）

90％
88％
84％
81％

＜Ｂｒｏｎｚｅ＞
山本結菜さん（年長児）
中島 駈（アフター小１年）
三村岳煌くん（年中児）
森本昌伍くん（年中児）
水本七嘉さん（アフター小１年）
服部友俐さん（年中児）
川美蘭さん（年中児）

池浦友美先生（平成２９年度青組学年担任）
ハルナ幼稚園をご退職されましたが、
又時々は、ハルナに遊びに来て下さると
言って頂いています。
その時はみんなで喜んでお迎えしましょうね。

平成１８年度卒園児の、
中野加奈子さん（高２）がバト
ントワリングで世界大会に出
場されました。小学校からバト
ンを習い始め、中学高校と学
校のバトン部に入り、毎日練
習に励んでいるそうです。
これからも頑張って下さい。

97％
88％
86％
8６％
84％
84％
84％

ハルナ保育園・幼稚園ＯＧの米田先生、 大矢先
生、古川先生より「お友達に読んであげて下さい」
と絵本を頂きました。各クラス順に読み聞かせてあ
げたいと思います。
ありがとうございました。

－６－

