発行日 令和４年４月５日
香芝市上中 1176-1
ハルナ幼稚園

園庭の桜も開花し、園児の皆さんの入園・進級を祝ってくれているようです。
園児達の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。みんながいない春休みの幼稚園は、さびしく感じました。早くお友達が来てくれないかなぁと先生達みん
なで待っていましたよ。たくさんお遊びをしたり、お話をしたり、お稽古をしたり、みんなで楽しく元気に頑張
りましょう。
保護者の皆様方、お子様のご入園・ご進級、誠におめでとうございます。
入園して園児達がまずはじめに耳にする詩が「今日も明るくごあいさつ」の詩です。この詩は、「あいさつ」っ
てこんなにたくさんあったのかと思わせる程、たくさんのフレーズが出てきます。このあいさつを園でも家庭
でもしっかり言うように心がけましょう。最近あまり聞かれなくなった言葉に“しめし”というのがあります。少
し昔まで「こんなことでは親として子どもにしめしがつかない」などとよく使われていたように思います。模
範を示さなくては、子どものしつけなどできないという親の自分に対する厳しさがこの“しめし”という言葉に
込められていたように思います。現代では、子どものしつけのことに関することは、保護者の皆様の関心も多
いと思いますが、「しめし」はどこか大人だから出来ているものと思い込み、考えることが少なくなってしまっ
ているかもしれません。本来しつけとしめしは一体であると考えます。子ども達は園でも家庭でもお手本とな
る人を探しています。大人から一方的に「あいさつをしなさい」と強要するのではなく、子どもの良いお手本
となるように私達大人が手本をしめしていきましょう。在園児の保護者様、新入園児の保護者様、今までお見
かけしなかった方と色々なところで出会うことと思います。園に来られたお客様、どんぐりの入所者さん、介
護員、保育園のお友だち、先生。他にも…たくさんの人に見守られて園児は育って行きます。「どっちが先に
…」と考え出すとあいさつなどできません。あいさつは愛の言葉です。親のしめしを子ども達にしっかり見せ
て愛の言葉の花をハルナの家族みんなで咲かせましょう。
初めて、ハルナに入園された保護者様は何かと慣れないこともあろうかと存じます。担任の先生、事務の先
生、その他の先生、もちろん園長の私にもご遠慮なくどんな事でもいろいろとお尋ねくださいね。
園児が、園が、保護者様が一つの大きな家族として共に歩みを進めて参りましょう。
３つの輪がしっかりと結束し、きずなを深め、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、ご支援・ご協力賜ります様、宜しくお願い致します。
園長 奥 裕子

３月２０日（祝・日）令和３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３５期生 卒園児５９名
ハルナ幼稚園の卒園児は 1975 名になりました。

退任

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
んなでごあいさつをし
ましょうね。

毎日の生活の中で「ありがとう」を見つけて、ありがとうカード（ＴＨＡＮＫ ＹＯＵ ＣＡＲＤ）に絵やことばにして
書くという取り組みを行っています。園長先生がよく「ありがとうは心のおくすりです」と園児達にお話をされ
ます。心が元気な時も、心がさびしい時も、ありがとうのことばの心のおくすりで心を強く、元気にできたらい
いですね。ありがとうのあったか言葉をたくさんの人に伝えましょう。（ありがとうカードにシールなどは貼り
付けしないようにお願いします）
ありがとうのあったか言葉をたくさんの人に伝えましょう。（シールなどは貼り付けないことにしています）
ありがとうカードはお友達に親切にしてもらったこと、仲良く一緒に遊んでくれたこと等、子ども達自身が感謝
の心を感じた時、素直に「ありがとう」と感謝の気持ちを相手に伝えるためのカードです。
園児達だけでなく、友達・先生・家族の方々へと日常のあちらこちらで感謝する心はあふれています。
お友達へのありがとうを見つける事をはじめとして、感謝する心がどんどん育ってくれることを願っていま
す。ハルナの家族みんなで感謝の心を大切にする為にありがとうカードを書いて相手の方に渡しましょう。御家
庭でもお母様からお子様へと「ありがとう」を見つける生活を実践してみてください。
（Always より）

クラス名は令和３年度の表記にしています。

年中児のお友だち

４がつからも
おともだちと
なかよくたく
さんあそびま
しょうね。

年中児のお友だち

年少児のお友だち

あおぐみで、
かけるように
なったひらが
なをがんばって
かいてくれま
したね。

年中児のお友だち
「ひなまつり」

年少児のお友だち
「Let’s go drive」

ふたりがにっこりほほえむすが
たがとてもかわいいですね。ふ
たりがすわっている 親王台もて
いねいにぬってくれました。

Spring has nice weather to go
for a drive. You fold the
origami car very nicely.

It is always fun
to sit with your
friend in the
bus.
A great start of
the day.

年少児のお友だち
「ひなまつり」

おりがみできものをおり、はるな
ちゃんのようなにっこりかわいい
おかおがかけましたね。

満３歳児のお友だち
「ひなまつり」

にっこりやさしいおかおのおひなさ
まができましたね。ならんでいるす
がたがとてもかわいいですね。

～ダウンロードができます～
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
・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ご使用
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

英語：Hiroko Oku

※持ち物の詳しい記名場所は Always P1 を
お確めください。
※令和４年度より、個人情報の観点により、一部名字は
漢字、名前はひらがなの表記を取り入れます。
しかし、個人持ち教材については従来どおり名字・名前とも
漢字で表記をしてください。

～送迎バス到着案内メール～
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５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。

＊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ので
あらかじめご了承ください。

新しいバスはしゃぼん玉模様のバスになります。
どのアンパンマンバスがみんなのバスコースを走るか楽しみにしてくださいね。

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。

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）

ご入園・ご進級おめでとうございます。ハルナ幼稚園は園内の給食室で
お給食を作っています。お給食では「黒糖」をお料理に使っており、名前
の通り黒いお砂糖です。これは、さとうきびに含まれているミネラルやビ
タミンが多く残っている証拠です。黒糖は丈夫な骨を作るカルシウムが多
く含まれており、脳にすぐ届くエネルギー源にもなります。他にも体調を
整える作用がたくさんあります。またお料理の味にも「コク」や「旨味」
などが出ます。皆さんのからだの事を考え、園長先生が提案してください
ました。これからも皆さんに美味しく、からだに良い物を食べていただけ
るように調理していきます。

管理栄養士 竹谷
栄養士
東

令和４年度ビギナーズが４／２３（土）から始まります。１歳半～の参加が可能で、令和４年度は令和２年４月１日
生まれまでの方とその保護者様が対象です。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。（在園児の弟妹さんのご参加もお待ちしています。）
申込みは、ハルナ幼稚園の HP からできます。
←お申込みフォーム

英語で
製作を
します

第１回 未就園児英語親子教室（ビギナーズ）開催
4/23（土）AM10:00～11:00〔Happy animals(かわいい動物)〕
３/８（火）に課外レッスンの空手の昇級審査が行われ、在園児が見事合格されま
した。おめでとうございます。これからも頑張ってくださいね。
（クラス名は令和３年度の表記にしています）

７級(青帯)
黒田あつとくん（年長児）
田中けいとくん（年長児）
松浦しいなくん（年長児）

９級(黄帯)
西 ひろむくん（年中児）
１０級(黄帯)
山下ひろとくん（年中児）

令和４年度１学期アフタースクール（英語学童保育）始業
●4/4(月)●
卒園児（小学生）対象の英語学童保育です。マルチリンガ
ルの先生たちと遊びを通し、英語を学びます。
クラス会：ハルナ幼稚園ホール
●4/6(水)●赤組・青組・イマージョン
●4/9（土)●黄組・藤組
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。
令和４年度１学期ハルナ塾（学童保育）始業
●4/11（月）●
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。
令和４年度１学期始業式（１日保育）
●4/13(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。先生達のお顔や名前をおぼえてく
れるとうれしいな。
アイスクリンの日
●4/14(木)●
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。

個人面談
●4/16(土)・4/23（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面談又は電話面談のいず
れかを選択していただきます。
年長児 音楽指導日(年長児)<音研>
●4/19(火)●
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。
いちご狩り
●4/19(火)●年中児 ●4/21（木）●年長児
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）
●4/23(土)●
英語の先生達と一緒に廃材を使ってかわいい動物を作り
ましょう。（未就園児対象）
園外保育（青組・藤組）
●4/26(火)●ハルナのひろば
青組と藤組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。
ボランティア学習（藤Ａ組）
●4/27（水）●
どんぐりの方もみんなに会えるのを楽しみにしてくれていま
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。

クラス委員会
●4/15（金）●：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。

温かいお心遣いありがとうございます。
大切に使わせていただきます。

＜古切手＞北川様・川中様(卒)・中堀様 (卒)

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。

