・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。
昨年から続くコロナウイルス対策の中での新年度の始まりとなりました。何があろうとも
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今何をすべきであ
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。
毎年４月には「初心忘るるべからず」の言葉を声に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ることが当たり前ではなく貴重で大切な宝のような日であることをか
みしめて感謝して、過ごして参りたいと思います。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３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

ハルナ幼稚園では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ていま
す。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。

発行日
令和３年４月２日

香芝市上中 1176-1
ハルナ幼稚園
担当
中野佐紀
３月１７日（水）にハルナ塾（学童保育）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」という形で表彰を
行いました。
「そうじお手伝い大賞」「思いや
り大賞」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、将棋や
オセロなど、
昔からの伝承
あそびをして
楽しく過ごし
ています。

今
い月
おつの
休もし
元みいつ
気しきけ

なない
子いき

クラス名は令和２年度表記にしています。

年長児のお友達

４がつからの
おきゅうしょくも
たのしみですね。
しっかりたべて
げんきよくすご
しましょうね。

年少児のお友達

もくひょうをもっ
て、みんないっしょ
うけんめいがんば
りましたね。

満３歳児のお友達

おかあさんといっ
しょに、ひらがな
もがんばってかい
てくれました。

クラス名は令和２年度表記にしています。

年中児のお友達
「ひなまつり」

ていねいにつくることができまし
たね。にっこりわらうおかおは柚
葉ちゃんにそっくりです。

届出関連書類①
・与薬カード

・治療済報告書

・登園許可書

・忌引きに関する届

年少児のお友達
「ひなまつり」

きものをじょうずにおれましたね。
すましたおかおがとてもかわいらしい
ですね。

・転宅に関する届
届出関連書類②③
・各課外レッスン申込書
・課外レッスン退会届
上記の書類はれんらくアプリよりダウンロードが
可能です。必要な場合はれんらくアプリより使用
ください。

満３歳児のお友達
「ひなまつり」

“ぬる・おる・はる”たくさんのこと
があかぐみのいちねんでじょうず
にできるようになりましたね。

１．れんらくアプリの「バス到着案内の設定」よ
り各自で受信設定を行うことができます。
２．定刻時刻より１０分以上の遅れが発生した場
合、各自に自動でメールが配信されます。
３．
「到着案内メール」は当日の交通状況や携帯電
話の電波状況によって実際の到着時刻とずれ
が生じる場合もございます。
４．決められた時間の１０分前には、バス乗降場
所でお待ちください。
５．天候不良や電波の受信状況により、到着メー
ルが来ない場合もありますことをあらかじめ
ご了承ください。

文部科学省の指針のもと、園児の命を守る為に様々な感染対策を
行っています。新年度も園児の皆さんが楽しい園生活を過ごせるよ
う以下のお約束を引き続き守っていきたいと思います。

保育中

バス乗車時

給食時

・体温を保育中に随時計測
・マスク着用（口・鼻までつけること)
を徹底
・室内２方向の窓をあけて換気
・手洗い、アルコール消毒をこまめ
に行う

・バス乗車時・送り時は検温の確認
・２方向の窓をあけて換気
・マスク・フェイスシールドを着用（乗
車時・乗車中に確認）
・降車後、バス内の消毒の徹底
（椅子・通路・手すり・窓 等）
・バス内の温度調節

・気候により全窓又は２方向の窓を
あけての換気
・サイレント給食（机は前向きのまま
話をせず食べています）

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たり、誤飲を防ぐために名前の
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名くださ
い。
又、幼児期は色々な道具を使う能力を養われる時期で
す。器用さ巧緻性は基本的な手の動きによって養われ
ます。ユニバーサルデザインで便利になっている世の
中ですが、旧型の水筒を使って子ども達の器用さも育
みたいと思っていますので、年中児以上はできるだけ
コップ式の水筒をご用意ください。

教材一式や、衣服類等、園児の持ち物は全てに
フルネーム漢字でご記名ください。
イマージョンクラスのみ英語でお願いします。

例）漢字：奥 裕子

※持ち物の詳しい記名場所は Always P1 を
お確めください。
＊名前が薄くなって参りましたら、その都度書き直しを
してください。
＊兄姉や卒園児よりいただいたものは、名前を本人のも
のに書き直してお使いください。
＊本人の名前記入がないものや、いただき物が以前の方
の名前のまま使われているものは、落とし物をされた
場合、判別することが出来ないため、お返しすること
ができません。
（
「○○さんのお名前が書いています」と申された場
合は、○○さんから頂いたということを確認させてい
ただく場合があります。）

ハルナ幼稚園ではお給食に「玄米」と「黒ごま塩」を使っています。
玄米はミネラル・ビタミンを多く含み、体をあたため、集中力を高める効
果があります。黒ごまは抗酸化作用があり、免疫力がアップし、ビタミン
Ｅや鉄分も豊富です。黒ごま塩により玄米ご飯も食べやすくなり、栄養価
もアップします。玄米ごはんは消化を促進するためにもやわらかめに炊い
ています。しっかり噛んでお米の甘味も味わいましょう。黒ごま塩は園長
先生よりご提案していただきました。これからも美味しく食べていただけ
るようにお給食も工夫していきたいと思います。

移動
H 先生（移動）
Miss A（移動）
Mr.T(移動)

英語：Hiroko Oku

退任
Ｍｉｓｓ N（担任）
T 先生（ハルナ塾）
N 先生（保育補助）
O 先生（保育補助）
T 先生（バス運転手）
ハルナ幼稚園をご退職され

管理栄養士 竹谷
栄養士
東

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
下さると言っていただいており
ます。
その時はみんなでごあいさつし
ましょうね。

３月２０日（祝）令和２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３４期生 卒園児５１名
ハルナ幼稚園の卒園児は 1916 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。
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。

令和３年度ビギナーズが４／２４（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 未就園児英語親子教室（ビギナーズ）開催
4/24（土）AM10:00～11:00〔wiggle wiggle(くねくねおもちゃ)〕

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。
お家で集めていただいた古切
手、ペットボトルのフタを園児
に預けていただいても結構で
す。御協力を宜しくお願い致し
ます。
（詳しくは Always P２６参照）

●クラス会(赤組・青組)：ハルナ幼稚園ホール 4/5(月)
●クラス会(黄組・藤組・イマージョン)：ハルナ幼稚園ホール 4/10（土)
保護者様対象に、担任の先生から１年間のクラス運営
方針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 4/16(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（英語学童保育）始業 4/5(月)
●ハルナ塾（学童保育）始業 4/8（木）
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しょう。

●個人面談 4/17(土)＜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。

●分散登園（１日保育） 4/6(火)～4/9（金）
グループ①・②に分かれて登園をお願いします。新しい
クラスで新しいお友達、新しい先生とたくさんお話しま
しょうね。
●始業式（１日保育）：4/12(月)
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。先生達のお顔や名前をおぼえてくれる
とうれしいな。
●制服登園（黄・イマ・藤組） 4/12(月)～
月・火・水曜日は制服登園です。木・金曜日は体操服登園です。
●体操服登園（赤・青組） 4/12(月)～
５/７(金)まで毎日体操服登園です。
●クラス委員会 4/14（水）：どんぐり３Ｆ
各クラスのクラス委員さんと１年間の流れなどお話をしま
す。

＜古切手>
＜マスク>

●年長児 音楽指導日(年長児)<音研> 4/19(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。
●ボランティア学習（藤Ａ組） 4/21(水)
今年度は、車椅子の体験や介助のことを学びます。
障がいのある方のお役にたてるようがんばりましょう。
●いちご狩り 4/23(金)：年長児 4/27（火）：年中児
香芝市の中西農園さんへ美味しいいちごを採りにいきます。
甘いいちごを食べるのを楽しみに！
●英語であそぼう未就園児教室（ビギナーズ） 4/24(土)
英語の先生達と一緒に廃材を使ってくねくねおもちゃを作
りましょう。（未就園児対象）
●園外保育（年少児・年長児）：ハルナのひろば 4/27(火)
年長児と年少児で仲良しペアを作り、ペアでお弁当を食べた
り、楽しいゲームやダンスをしてお友達同士の交流を深めた
いと思います。

