・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

園庭の桜が皆さんのご入園・ご進級を待っていたかのよう
に咲いています。
新しい年のはじまりの４月がやってきました。新入園児の皆さん、ご入園おめでとうござ
います。進級された在園児の皆さん、ご進級おめでとうございます。
これから新しい一年が始まります。みんなで色々なことを経験して、頭も心もたくましくな
ってまいりましょう。
保護者の皆様、お子様のご入園・ご進級おめでとうございます。
今年は今までに経験したことのない見えない脅威の中での新年度の始まりとなりまし
た。まずをもって優先されるべきことは園児の安全です。園児が安全に過ごせるように何
が必要であるかを常に考えて参りたいと思います。私達はハルナのひとつの家族と思っ
ています。家族の中で起きる出来事は、家族の中で受け止め、解決を導きたいと思って
います。何か心配なこと不安なこと、気軽に先生や園長におたずねください。保護者の
皆様の心配や不安がひとつ消えて、お母さんやお父さん、家族に笑顔がひとつ増えるこ
とがハルナの願いです。子ども達はいつも周りにいる大人達を鏡で映し出すように見て
います。不安な毎日、心配な毎日であることは間違いありませんが、園に子ども達が登
園する限り、明るい幼稚園、楽しい幼稚園でありたいと思います。
８日の保育初日、みんなで元気にお歌をうたって、スタートをしたいと思います。
毎年４月には「初心忘るるべからず」の言葉を声を出して言うようにしています。
「初心忘るるべからず」は何も全て始まりの時の心ばかりではない、その時々に変化が
現れた時に感じる心、それも初心であると教えていただいたことがあります。それは前進
したことを気づく時でもあり、欠点に気づく時でもあると言われていました。あたりまえに
あると思っていた事が、貴重な大切な有難いことであることを多くの保護者様は気づか
れていることと思います。私達も園児の声がこだまする、園児がおはようございますと登
園してきてくれていたことをあたりまえに思っているようなところがなかったとは言えない
と思います。園児達がただただ笑顔でいつものように園で経験や体験が積めるようにし
たい。この想いを初心として忘れてはならないと思います。園児と園と保護者の皆様との
３つの輪がしっかりと結束し、つながりを太くして参りたいと思います。
そして子ども達の無限の可能性と、生きる力、心を育てて参りたいと存じます。
どうか令和２年度ご支援・ご協力賜ります様、よろしくお願い致します。
園長 奥 裕子

４月よりハルナの通園バスの全号車にフ
ロントカメラ・リアカメラを導入しまし
た。このカメラはバスの死角となる箇所を
常時運転席のモニターより見ることがで
きます。近年、園児バスの交通事故の悲し
い出来事がニュースでも放送されていま
したが、大切な園児達の命をおあずかりし
ている以上、できる限りの整備をして参り
たいと思います。バスの運転手・添乗員一
同安全に通園ができる様努めさせていた
だきます。

３月１８日（水）にハルナ塾修了式を行いま
した。普段のハルナ塾での様子を一人ひと
り、
「〇〇大賞」という形で表彰されました。
「友達思い大賞」
「目を見てお話を聞く大賞」
等、それぞれに個性の光る賞で、もらった子
ども達も皆で見せ合い、楽しむ様子が見られ
ました。ハルナ塾では学校の宿題の他、ワー
クブックやプリント学習、又、将棋やオセロ
等、昔からの伝承あそびをして楽しく過ごし
ています。

発行日
令和２年４月２日
香芝市上中 1176-1
ハルナ幼稚園
担当 中野佐紀
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R1 年中児の
お友達

R1 年少児の
お友達

保育園の保護者から
いただきました。

カプラあそびは
たのしいですね。
きぐみでも、たくさ
んのおともだちと
たのしくあそんで
くださいね。

４がつからの
おきゅうしょくが
たのしみですね。
しっかりたべて
おおきくなろうね。

○○の母より
マスクを支給し、お礼のお手紙をい
ただきました。ありがとうございます。

クラス名は令和元年度表記にしています。

年少児の
お友達

年中児の
お友達

おだいりさまとおひなさまが
にっこりとわらうおかおがかわい
いですね。

ニコニコえがおでりさこちゃん
の おかおににている おひなさま
がかけましたね。

満３歳児の
お友達

おだいりさまとおひなさまが
なかよくならんでいますね。
はるをかんじるおひなさまです。

２０１９年度第３回英検Ｊｒ．の検定試験を２月３日（月）に実施しました。
年中児からアフタースクールまで合計２７名が受けました。（希望者のみ）受ける方全員賞状を頂く事が
できますので、賞状をいただく事で英語先生ともっと話そうという気持ちにもつながると思います。
英検 Jr.は８０％を目安に次の級へ進む事を協会よりお勧めしています。８０％以上の方を掲載します。
おめでとうございます。

ＧＯＬＤ

クラス名は令和元年度表記にしています。

ＢＲＯＮＺＥ
ＳＩＬＶＥＲ

※アフター→ハルナ英語学童保育の略称

ハルナ幼稚園では、毎月お給食の定番メニューに「カ
レー」があります。ハルナのカレーは沢山の季節の
お野菜が入ったスパイシーなお味です。お野菜も少
し大きめに切ったものが入っておりますが、園児の
皆さんによく噛んでしっかりお野菜を味わえるよう
にと園長先生から提案していただきました。
今月１５日は「アスパラカレー」です。お給食でた
くさんの笑顔が見れる様に心を込めて作ります。

園児は毎日、水筒の持参をお願いします。お友達同士よく
似ている水筒を持っている園児もいる為、誤飲を防ぐため
名前の書き方を統一させていただきます。
水筒のコップもしくはふた部分（上から見て分かるよう
に）と、側面に大きく油性マジックでご記入ください。宜
しくお願い致します。

栄養士 東
管理栄養士 竹谷

ハルナ幼稚園では皆で近くの公園や科学館・昆虫館
等、様々な所に出かけます。また、年長児はふるさと
園外として大阪城や東大寺、葛城山等へ出かけ、奈良・
大阪の歴史を学びます。
園外保育を通して四季折々の自然に触れあったり、
列になり手を繋いで間隔をあけすぎずに歩くこと、道
の端を歩くこと、公共の場でのお手洗いの使い方等、
色々なマナーを学んだり色々な体験をして参ります。
行ったことのある場所でもお友達と先生と行く公園は
新鮮で園児達の楽しみな日の一つでもあります。
早くみんなでおでかけできるようになりたいですね。
それまでお楽しみに。

４月１０日に今年度初めての「お弁当の日」があります。
お弁当袋は園児達が自分で開閉できるもの（巾着袋・ファ
スナーの袋）をお願いしています。同じ袋の園児もいる為、
赤組・青組は写真のように各学年の色のネームプレートを
お配りします。例のように、クラス・名前を大きく記入し、
お弁当袋につけてお持ちください。お友達のお弁当と間違
わないためです。忘れないようにお願い致します。ネーム
プレートは３月に園で回収します。

小川先生（保育補助の先生）
柳沢先生（保育補助の先生）
ハルナ幼稚園をご退職されましたが、また
ハルナに遊びに来て下さると言って頂い
ております。

３月２０日（祝）令和元年度の卒園式を行いました。
ハルナで過ごした事を思い出し、
「ありがとう」の感謝
の気持ちで行うことが出来ました。
小学校へ行っても感謝の気持ちを大切に、
お勉強や運動、お友達作りを頑張ってください。
またハルナ幼稚園にも遊びに来てくださいね。
卒園おめでとうございます。
ハルナ幼稚園３３期生 卒園児５２名
ハルナ幼稚園の卒園児は 1863 名になりました。

園児の安全を第一に考え、今年度も安全管理を徹底して参ります。保護者様におか
れましても、ご協力いただき、各ご家庭でも安全教育についてお子様とお話いただき
ますようお願い致します。
①防犯ブザーをカバン又はリュックにつけて登降園をお願いします。
（青組は入園式・始業式でお渡しします。）
②防犯ブザー本体とベルトに名前をしっかり書いてください。
③防犯ブザーを携帯するにあたり、ご家庭でどのような時に使うか、おもちゃではな
いことなど お話しいただきます様、お願いします。
④リュックに付ける場合は、下の方ですと栓が抜けやすいので、フックかけ部分にお
付けください。
☆ご家庭でお話しいただきたいポイント
◆音を一度聞かせてあげてください。（できるようでしたら、栓をぬくことをさせて
あげてください）とても大きい音が鳴るので、もしとても怖いことがあった時、
誰か必ず助けてくれます。だからこれは、おもちゃではありません。
◆助けてくれるからといって、勝手に遠くへ行ったり、知らない人についていってし
まったりしてはいけません。
◆大切なことは、しっかりお父さん、お母さんの言うことを聞くことです。
◆それぞれの年齢に応じて、子ども自身の性格に応じて、しっかりとお話をしてあげ
たうえで、持たせてあげてください。

当園では古切手、ペットボト
ルのフタを集めています。
古切手はボランティア団体を
通し後進国の貧困にあえいで
いる子ども達に役立てていた
だいています。
お家で集めて頂いた古切手、
ペットボトルのフタを園児に預
けて頂いても結構です。
御協力を宜しくお願い致しま
す。
（詳しくは Always P２５参照）

２月２４日（月）課外レッスンの空手受講者が大会に参加して、見事賞
をいただきました。おめでとうございます。これからも頑張って下さい。

クラス名・学年は令和元年度表記にしています。

「形」
＜小３上級＞優勝
＜小３初級＞２位
＜幼年の部＞３位

「組手」
前川悠真くん（小３）
＜小３の部＞２位
中島 駈くん（小３）
３位
中島大智くん（年長児） ＜幼年の部＞優秀選手

令和２年度ビギナーズが４／１８（土）から始まります。対象者は、
２歳・３歳の未就園児のお子様と保護者様です。ハルナの先生や英
語の先生と一緒に親子体操・季節に応じての製作等を行い、幼稚園
の生活にスムーズに入っていける様実施しております。先生達もみ
なさんが来るのを楽しみに待っています。（在園児の弟妹の２歳・３
歳の未就園児の方のご参加もお待ちしています）

第１回ビギナーズ（未就園児教室）開催
４/１８（土）AM10:00～〔こいのぼり製作〕

中島 駈くん（小３）
前川悠真くん（小３）
宗保 諒くん（年長児）

ウイルス感染蔓延防止のため日程を延期変更する場合があります。ご了承ください。

●クラス会(赤組・青組)：4/3(金)
●クラス会(黄組・藤組・イマージョン) ：4/11(土)
赤組・青組の保護者様対象に、１年間のクラス運営や
持ち物等をお伝えさせていただきます。

●アイスクリンの日 4/17(金)
毎月１９日は子ども達の大好きなアイスクリンの日で
す。（その月によっては１９日前後の月もあります）
豊かな自然に囲まれた高知県で採られた濃厚な卵から
作られたアイスクリンを皆でおいしくいただきます。

●アフタースクール始業 4/6(月)
●ハルナ塾始業 4/9（木）
ハルナ塾(学童保育)、アフタースクール(英会話学童
保育)が始業します。卒園児（小学生）対象の学童保育
です。お友達とお勉強したり、遊んだり、毎日元気に過
ごし、ハルナの園児の良きお手本となるよう頑張りま
す。

●個人面談 4/18(土)＜幼稚園にて：全園児＞
保育開始からの園での園児の様子をお伝えさせていただ
きます。園にお越しいただいて担任と保護者様との面談を
致します。

●始業式（１日保育）
：体操服登園 4/8(水)
仲良しのお友達をたくさん作り、先生やみんなと楽しく
おあそびをしましょうね。給食も楽しみですね。

●年長児 音楽指導日(年長児)<音研> 4/20(月)
音楽指導の木野先生にマーチングや合奏に向けてご指導
いただきます。みんなで奏でる音楽は、みんなの心にも
栄養を与えてくれますよ。

●体験レッスン 4/3(金)～4/15(水)
５月からの新規入会に向けて体験レッスンを行いま
す。詳しくは行事予定表、又は体験レッスン申込みの
プリントをご覧ください。

●新規課外レッスン開始 5/7(木)～：年少児以上
新規課外レッスンが始まります。仲良しのお友達と一緒
に色々な課外レッスンで力をつけていただきましょう。

＜古切手>
＜絵本>
＜マスク>

幼稚園で忘れ物を預かっています。
お心当たりのある方はご連絡下さい。
３学期末までの忘れ物です。
落とし物・忘れ物は１か月間園で保管
しておきます。その後は園にて
有効利用させていただきます。

・防犯ブザー
・水色×白のシュシュ
・青色の車のフィギュア
・恐竜の昆虫の図鑑

