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１２月に向けて 

 園庭の桜の葉もほとんど落ち、冬の到来を感じます。先日、「ジョウビタキ」

の鳴き声を砂場の上のぶどう棚あたりでききました。毎年越冬のためこの時期

にシベリアのほうからやってきます。 

人懐こい鳥なので結構近くによっても逃げません。「チッ、チッ、」「カッ、カ

ッ」などの声がしたらスズメくらいの大きさの鳥を探してみてください。メス

のくりくりの目がかわいいです。オスはおなかがオレンジ色です。 

さて、今年もあと一か月となりました。二学期も大詰めです。各学年の生活

発表会、餅つき、クリスマス会と参観、参加の楽しい行事があります。 

いまだコロナが収まらず第８波も懸念される状況であり、また風邪のはやる季

節でもありますが、室内外の消毒と換気、室内でのマスクの着用と手指の消毒

等、感染防止対策をしっかりとりながら保護者の皆様の参観や参加の仕方を考

えたいと思います。各活動が予定通り執り行えますよう引き続きご家族皆さん

のご理解とご協力をお願い致します。          園長 兒玉國利 

 

＜エピソード＞ 

年中３人と一緒に虫探しをしていたところ、虫がなかなか見つけられず・・ 

園長、「虫いないね、どこに行ったんだろう」A 君、「みんな寒くなったから土

の中で眠ってしまったんだよ」B 君、「へーそうなんだ」C 君、「わりと地味な

寝方だね」園長、「冬眠って地味なんだね・・・」 

 

園長先生ねんりんピックかながわ2022に出場！ 

11月１2日～１５日に行われたねんりんピックに園長先生が出場しました。 

種目はもちろん剣道！相模原チーム（最強メンバー）。 

そして、結果は５位でした♪おめでとうございます。 
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１2月の行事予定 

☆2日（金）年長生活発表会 

 

☆9日（金）年少生活発表会 

 

☆15日（木）餅つき（親子参加 会食は無し） 

 今年度も、感染対策を徹底しながら従来の餅つきをします。 

ついた餅は持ち帰ります。 

親子で登園し、荷物を置いた後に、集合場所で話を聞きます。園庭で親子一緒に餅つ

きをし、つきたてのお餅を受け取り降園となります。 

＊持ち物：水筒 

 ＊服 装：運動着とカラー帽子（前日持ち帰り）、防寒着の着用可。 

＊時 間：クラスごとの登園、降園となります。 

＊確認事項 

 ①園児1人につき保護者は1人です。（つき手は除く）  

②荷物置き場は各集合場所前のテラスです。 

 ③兄弟で在園の保護者の方は、どちらかのクラスのみの参加でも、両方に参加して

も結構です。担任までお知らせください。 

 ④写真は自由撮影とします。（スタジオ西條の撮影はありません）                

 ⑤車利用について。やむを得ず園の駐車場を利用希望の方は事前にお申し出下さい。 

⑥ベビーカーは小門前のベビーカー置き場に置いて下さい。 

 

■当日の各クラスごとの流れ■  

※切ったお餅をパックに入れ 

ほし組横の水道付近に運びますので、 

お受け取りください。 

 

◎持ち帰るお餅の数 

年少、中→5個 

年長  →6個 

 

 

 

 

クラス 登園時間 集合場所 

K 9時15分 K 

R 9時45分 R 

HA 10時15分 K 

HO 10時45分 R 

T 11時15分 K 

Y 11時45分 R 
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☆親子で大根抜きをしましょう♪ 

 緑道沿いの畑で園長先生が育てている大根が今年も大きくなっています。行事も多

く、お忙しい12月だとは思いますが、親子で楽しい時間となればと思います。 

 

日程                     連絡事項 

12日（月）K     ・引き渡し後、職員と一緒に親子で畑に行きます。 

   13日（火）HA    ・自転車は駐輪場に停めておくか、畑までひいて 

   14日（水）HO     歩いて下さい。 

   16日（金）T     ・兄弟関係の方はどちらかに合わせてください。 

   19日（月）R     （担任に伝えてください） 

   20日（火）Y       ・都合がつかない方は他のクラスの日でもOKです。 

   21日（水）雨天予備日  変更の場合は担任に伝えてください。 

   22日（木）雨天予備日 ・どうしても都合がつかない方は担任までご相談 

               ください。 

持ち物 大きいビニール袋 or新聞紙  軍手 （長靴） 

                    

☆21日 (水) クリスマス会／ 半日保育 

 子ども達が作ったクリスマス装飾の中で、職員による劇を観ます。 

サンタさんも登場しますが、内緒にしておいてください。 

サンタさんからいただくプレゼントは父母会からです。 

 

☆23日(金)終業式（園児のみ） 
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その他のお知らせ 

★冬休みの預かり保育（たんぽぽ） ※詳細は窓口へ 

１号認定の方 なるべく仕事や用事など事情がある場合に利用するようにお願いし

ます。 

２号認定の方 仕事が休みの日、家庭で保育が可能な日は、是非お子様と一緒にお過

ごしください。      

 

申し込み受付期間 12月 1日～12月 9日まで  

※ 締切後の申込みは特別な事情のある方のみ（別途料金あり） 

 

※ 2号認定の方も必ずこの期間に申し込みしてください。 

期間内に申し込みがない場合はお預かりできませんので、ご了承ください。 

12月 26・27・28

1月 4・5・6・10

9：00～17：00 1,000円

9：00～12：00 500円

13：00～17：00 500円

17：00～18：30 200円

朝7：30～9：00 100～300円（※通常と異なります。詳細は窓口へ）

緊急時18：30～19：00 500～1,000円

運動着・カラー帽子（紺色の制服制帽は不要）

着替え（脱ぎ着しやすいもの）　うわばき　水筒　お手拭きタオル　シール帳

お弁当（一日利用の場合） ※荷物はすべて毎日持ち帰ります。

・申込人数により保育者を割り振りますので、申し込み後は欠席でも

　返金はできません。お間違えのないようお申し込みください。

・欠席の場合は8：00までにれんらくアプリより入力をしてください。

・登園時間を守ってください。9：00前の登園は料金がかかります。

・投薬を希望される場合は、薬と連絡票を提出してください。

日

に

ち

料

金

持

ち

物

諸

注

意
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★【大切なお願い】預り保育（たんぽぽ組）の利用について  

◎お迎えに来た時点で、遊びを切り上げるよう促しています。すぐに帰るように保護

者の方もご協力ください。 

     

◎お迎えに来たら、園庭では遊ばず、サインをし速やかに帰るようにしてください。

事故や怪我につながります。  

    

◎お迎えの時、自転車は必ず駐輪場に入れてください。門の前、駐輪場に入る通路に

停めることは禁止です。 

車は、正門前に停めることは可能ですが、短時間で出るようにしてください。近所の

方や、他の利用者の迷惑になります。 

また、正門前が混雑している時は、園舎裏の駐車場に回ってください。 

安全上門が閉めてありますので、各自開け、出るときは必ず閉めてください。

    

◎安全に利用していただくために、ルールを守るようお願いいたします。 

 

★新しいお友だちの紹介 

HO組に新しいお友だちが入りました。S真くんです。 

よろしくお願いします。 

 

☆12月の諸経費     ※12/12引き落し 

     

※２学期の月曜日給食の返金（8：45までの欠席連絡分）は１月の諸経費で調整します。 
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★お楽しみ会について（親子参加）  

 親子で色々な製作コーナーをまわり、一緒に作る会です。 

 

1月14日（土） 9：00～10：30  K・HA・T  

10：00～11：30  R・HO・Y  

                ※兄弟で時間が違う場合は、どちらかでも OKです。 

 

◎大雨の場合は15日（日）に延期します。 

◎保護者は、園児1人につき1名の参加でお願いします。 

◎小学生・未就園児は、なるべく預けてご参加ください。 

◎始まりの時間は決まっていますが、終了時間前でも出来上がり次第降園していただ

いて大丈夫です。 

 

※新型コロナの感染状況により、変更、中止になる場合があります。 

 

★インフルエンザ出席停止期間について  

 『学校保健安全法』に基づき幼稚園児は発症した後５日《参考１》を経過し、かつ、

解熱した後３日《参考 2》を経過した日を登園可能日とします。発症した後とは熱の

出た翌日を一日目とします。 

参考１ 

発症（当日解熱）      平      熱  登園可 

水曜日 木 金  土 日 月 火曜日 

参考２ 

発症      解熱 この間発熱がなければ 登園可 

水曜日 木 金 土 日 月 火 水 木 金曜日 

※ご家族の方がかかっているときは、朝の検温・健康観察とマスク着用を必ずお願い

します。 

※インフルエンザと診断された場合（そうであろうと医師が判断した場合も）、 

速やかに園にご連絡ください。 

 

★れんらくアプリの「お知らせ」欄の通知について 

 メール以外に、園からの「お知らせ」をれんらくアプリに載せることがあります。

受信設定を行い、お知らせ事項を確認するようにお願いします。 

 設定変更 ⇒（3）通知の設定 ⇒ ◎受信する 
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☆12月給食の献立（月曜日） 

5日 

ご飯 鶏のバジル焼き カリフラワーソテー おくら ハヤブサラダ フルーツ缶 

12日 

ご飯 白身魚フライ インゲンの胡麻和え ウィンナー キャベツサラダ チーズ 

                  19日 

ご飯 春巻き ほうれん草中華和え しんじょ ひじきのサラダ フルーツ缶 

 

みんなのひろば 
 

●                          T組担任／S美涼 

 

今年は今までに類をみないほど Jpopを弾く年になった。 

何より子ども達のリクエストが多い（笑） 

一学期は「365日の紙飛行機」「沈丁花」。 

そして夏休み直前で「ミックスナッツ」という超鬼コードの課題を与えられ、半分諦

めかけたが、ハ長調黒鍵なしのバージョンを見つけ猛特訓。 

晴れて夏休み明けに披露したのも束の間・・その「ミックスナッツ」が主題歌の番組

「スパイファミリー」の第二弾が始まるという情報・・ 

まさか・・いや当然だろう・・そうだよね・・はい新曲です（苦笑） 

BUMP OF CHICKENの「SOUVENIR」・・ですって。もうこれ以上は無理・・ 

それと並行して今度は森七菜の「スマイル」のリクエスト。 

これは簡単一安心・・だけどこの歌、1996年にホフディランがリリースした曲のカバ

ー。 

歌詞が、ん？大丈夫？な感じだけど、メロディーが可愛いからいいかな。 

 

そして今、いよいよあの歌の解禁！ 

この歌・・よくよく聞くとすごく歌詞がいい（特に 2番） 

夜一人で聴くと涙ぐんでしまうほど（笑） 

前理事長もおススメ！「いすゞのトラック」・・神曲です！ 
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●子育ていろいろ。                 HA組／S由香里（花凛） 

 

息子が在園中はネタがいっぱいあったのでたまに投稿していたが、妹の花凛はそこ

までのネタがなかったので一度も投稿していなかったが、たまにはと思い、暇つぶし

にでも読んでもらえたらと思います。 

兄妹、同じように育てたつもりでも性格は全く違う。兄はマイペースで、とても繊細

でお人よし。噓がつけない、バカがつくほど真面目で嘘もつけないタイプ。世の中う

まく渡れないなと心配になることも。それに比べて花凛は、親の私が見る限りしっか

り者、周りを良く観察し、世当り上手、うまくすり抜けて生きていけるタイプ。サラ

ッとバレる嘘もつけちゃう。 

息子は自閉症、アスペルガー症候群もち。まず、息子の話をすると、息子は小3で支

援級に在籍。まだ9年しか育ててないが、子育てって大変！って思うような経験をた

くさんさせてもらってきた。普通が何かと聞かれたらよくわからないが、幼稚園の頃

は、普通に何でもできている周りの子達がとにかく羨ましかった。幼稚園時代はあま

り良い意味でない方でよく目立っていた。とにかく行事前が大変！担任の先生と色々

心配し、よく胃が痛くなっていた。自分だけやらないなら目立たないのに、泣き叫ぶ、

肘ついて寝転ぶ、その場からいなくなろうとする。だから目立つのだ。でもいつも終

わった後は、担任の先生や中島先生がよく頑張ったねって褒めてくれた。それがすご

く励みになり、嬉しかった。そんな兄も卒園式では立派な姿に涙が止まらなかった。 

その後、小学校に入学し問題はまたまた山積み。まず、３０分の徒歩通学ができない、、、。

息子はランドセルだけを背負い、私が荷物を持ち、息子の手を引っ張って、一生懸命

みんなに着いて行く。雨の日は二人でレインコートにレインブーツ、相合い傘で歩い

て行った。そんな日々が息子にはプレッシャーだったのか、ある日を境に家を出ると、

おなかが痛いと引き返す。過敏性腸症候群と診断された。私も花凛が一緒の時は抱っ

こ紐だったので、とうとうぎっくり腰になり、ドクターストップ。それから登校班か

らは抜けた。一年生の頃は、３０分の通学路を、最大１時間３０分かけて下校した。

登校しても、教室の外から担任の先生に「来たよ！」と報告し、「今日はもう帰るから！」

と言い、せっかく１時間かけて登校したのに、学校にいた時間はたった５分もない。

それでも、先生は「学校に来た事がすごいね！」と息子を認めてくれた。そんな息子

も３年生になった今では学校が大好きになり、自分の居場所を見つけたらしく一安心。

今ではちゃんと座って授業を受け、行事だって普通にこなすようになったのだ。下級

生のお世話なんかもしちゃって、担任の先生にみんなのお手本です！なんて言われる

ようになった。何て成長だ。うのもり幼稚園の先生に見てほしいくらい。これは、本

人の成長ももちろんあるが、うのもり幼稚園時代の経験が大きいと思っている。なの

で、花凛も絶対にうのもり幼稚園に入れたいと思っていた。少し遠いし、兄妹の送り

迎えは確かに大変だけど、これは将来笑い話にでもなればいいかな。兄のネタはまだ

まだあるが、長くなるのでまたいつか機会があれば、、、。 

そろそろ、花凛の話を。花凛は息子の送り迎えで、何となく幼稚園の存在も理解して
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いたようで、何人かの先生のこともわかっていた。ワクワク楽しみにしていた入園式。

スムーズに始まった幼稚園生活。ただ、健診でことばの遅れを指摘されていた。３歳

半健診のひどい体験は今でも忘れない。花凛があまり質問に答えられなかったのを、

「娘さん、何もわかっていませんよ。髪がボサボサなのも（くせっ毛にマジ失礼）こ

だわりかもね。」と言われ、療育へ紹介状を渡された。まあひどい言い方！第一子だっ

たら、すごいショックで仕方ないと思うが、息子の経験があったからか、あとは私自

身免疫ができていたのか、ショックどころか「なんだその言い方、腹立つな。」とイラ

イラが止まらず、そのまま療育先でも愚痴ったのを覚えている。。とは言っても相手は

専門の医者。もし同じような発達障害だったらと、一応発達検査を受け、結果は１０

ヶ月遅れ。グレーゾーンのグレーゾーン。様子見になり、一年後にまた検査を受ける

ことになった。そこで言われて印象的だったのが、「療育に行くより、何か本人がやり

たいことがあればやらせてあげてください。そこで伸びる気がします。」と。私は女の

子が産まれたら、ベイスターズのチアスクールに入れたい！あとはピアノを習わせた

い！とずっと思っていた。まずはチアの方。やりたくないと言われたらどうしようと

内心ヒヤヒヤ。ただ、ダンスが好きな娘は、TV に写るチアのお姉さんを真似して踊

るようになり、自分からやりたい！と言ってくれた。（これは毎日野球を観るから、半

分洗脳された？)そして無事入会し、何も言わなくても毎日練習し、本当に好きなんだ

なと嬉しく思う。ここまで来るには山あり谷ありだったが、、、（苦笑）特に、チアの初

めてのスタジアム発表会の前はなかなか大変だった。最年少で年上のお姉さんと踊る

娘は、自分のレベルを理解していたらしく、「みんなみたいに上手に踊れないから行き

たくない。」とネガティブ発言。久しぶりに当日どうなるか？チアは一人ではなく団体

競技だから大丈夫か、、、とハラハラし、息子の行事前の時と同じ心境になった。みん

なに励まされ、いざ本番になると心配は何のその、立派に踊っていて、ほっとした気

持ちと、感動で胸がいっぱいだった。 

次にピアノ。我が家では自分からやりたいと言ったら習わせようと決めていて、なの

で早く習わせたい私の気持ちを押し殺し、かれこれ何年、、、。ようやく最近になって、

ピアノ習いたい！と言ってくれたので、気が変わらないうちに近々ピアノも習う予定。 

長くなってきたので最後になりますが、年中でも受けた発達検査。結果は異状なし。

ことばが若干幼いのと、手先が少しだけ不器用かなというくらい。とりあえず一安心。

まあそれでもそれなりに悩みや心配はあるが、人生なるようになるくらいのおおらか

な気持ちでこれからも子育てしていこうと思う。 

 


