
  
                                                                    

   

 

 

 

                                    ２０２２・５月     園長 小林康子 

   新緑が眩いさわやかな季節となりました。園外に散歩に出掛けるとあちこちで春の花が見られ、

子どもたちは花の名前当てをしたり、初めての聞く花の名前に不思議そうな顔をして思い思いに散歩を

楽しんでいます。新入園児さんは幼稚園生活にも慣れ、たくさんの笑顔が見られるようになりました。 

進級した子供たちは、クラス替えがあり友達関係も広がりつつあります。昨年度も行事等では他のクラ

スの友達と触れ合う機会を多く作ってきましたが、実際同じクラスになり一緒に遊ぼうとすると、今ま

でと違ってうまくいかないこともあります。これは大きな成長のチャンスです。時にはトラブルになり

ながらも、新しい友達との関係をつくっていこうとする姿を園では丁寧に支えていきたいと思います。 

 さて そんなお子さんの様子や PTA 活動を説明するために PTA 総会を開催するわけでしたが、今年度

もコロナ感染防止のために書面での承認となってしまいました。PTA 総会では日頃なかなかお会いでき

ない保護者同士や総務の皆様と顔見知りになれるところでしたが残念でなりません。幼稚園の行事では

親子での触れ合いと家族同士のつながりを大事にしていきたいと思います。保護者会や行事を通して当

園に通う子どもと家庭の輪が広がっていく事を願っています。 

 これから遠足のお便りが配布されますが、５月２８日（土）は親子遠足を実施したいと考えています。 

チャンス到来です。保護者の皆さんと親睦を深め、親子の絆を深め、すてきな思い出づくりをしたいと

思います。事前に下見もしていますが思わぬラブルが発生する場合もありますので「安全・安心」に気

を配って行きたいと思いますのでご協力をよろしくお願いいたします。 



 

 

 

 

 

 
学年の目標 

年 長：気の合った友だちと一緒に自分たちで遊びを進めていく楽しさを味わう。 

年 中：先生や友だちと一緒に遊ぶ楽しさを味わう。 

年 少：生活のリズムをつかめるようにする。 

アリス：満３歳児→生活リズムを整え、ゆったりと生活をする。 

満２歳児→保育者に甘えや不安を受け止めてもらい安心して過ごす。 

満１歳児→保育者と一緒に好きな遊びを見つける。 

 

 

★５月の行事予定★ 
 

 

  
ありす組 年少・年中・年長組 

１ 日  

2 月  

3 火 憲法記念日 

４ 水 みどりの日 

5 木 こどもの日 

6 金          花まつり 

7 土  

8 日  

9 月             

10 火  英（長）ティンク 幼個人面談 

11 水 内科検診 内科検診（少）英（中）体力作り（長） 

12 木 英（ア） 英（少）    チクタク 

13 金 歯科検診 

14 土  

15 日     

16 月 園外保育（長） 

17 火               英（長）     ティンク 

18 水     英（中）体力作り（長） 

19 木 英（ア） 英（少） 

20 金 避難訓練 

21 土  

22 日            

23 月 4.5 月生まれ誕生会（ア・少）５月生まれ誕生会（長・中） 

24 火  英（長）       ティンク 

25 水 英（中）体力作り（長） 

26 木  

27 金 お茶道（長） 

28 土 春の親子遠足 

29 日  

30 月 親子遠足振休 

31 火 英（長）  ティンク 

 

〈特記事項〉 

 
●５月は健診月間です。下着にも必ず記名をお願い

致します。 

 

 

●５月１０日（火）～５月１３日（金）まで幼稚部

個人面談日となっております。 

 

 

●５月２８日（土）は親子遠足となっています。今

のところ開催予定ですがコロナの状況によって中

止となる場合もございますのでご了承下さい。 

※詳しい内容はお手紙が配布されますのでご確認下

さい。 

 

●３０日（月）は親子遠足の振替休日になっていま

す。予定通り遠足が行われた場合、１号認定児さ

んはお休みとなります。２号さん・アリス組さん

は行っております。 

今月の目標 
・園庭・園外で遊び、春の季節を感じる。 

  ○草花を見たり、昆虫を探したりして自然に親しむ。 

・園生活のルールを覚える。 

○園の中や園周辺の環境を覚える。〇室内の遊具や用具の使い方を覚える。 

Welcome 
エース組 さいとう になこちゃん  すずき ういちゃん 

     さいとう にいなちゃん 

【５月の子育て支援事業】 

☆ティンクルームのご案内☆ 
（園の定める火曜日 対象年齢：０～１.５歳） 

☆１０日「感触手作りおもちゃを作ろう」 

☆１７日「ベビーマッサージ」 

☆２４日「離乳食講座」 

☆３１日「保育園のお友達と遊ぼう」 

☆チクタクキッズのご案内☆ 
（園の定める木曜日対象年齢 1.5 歳～就園まで） 

☆１２日「イチゴ狩りに行こう！」 
※ご予約は園ホームページより申し込み下さい。 

 



 

先生出来たよ♪ お友達と一緒って楽しいなー♪ 

自分の歯磨きで歯ブラシ！！ 

★園をのぞいてみよう★ 

新しいクラス！ 新しい先生！ 新しい友だち！ 

「楽しい」を見つけたよ♪ 

1 人で出来るかな？ 



満１歳担任 

鈴木香 

 

ピーターパン組担任 

小川美彩 

チルチル組担任 

荒井佳与 

保育部主任 

佐藤いつ香 

年中補助・２号保育 

三瓶友南 
ヘンゼル組担任 

吉田香央里 
年中組リーダー 

永井有真 
年少組リーダー 

嶋津直子 

グレーテル組担任 

新妻茜 

キング組担任 

東條りりあ 

早朝保育・アリス補助 

大竹時子 

エース組リーダー 

小池瑞穂 

アリス組給食調理 

馬場増美 

年長組リーダー 

横山直子 

クイーン組担任 

鈴木梨沙子 

３号車添乗員 

菊地喜代子 

幼稚部主任 

安部絵梨 

３号車運転手 

安西英夫 

ミッキールーム 

横山玲子 

理事長 

橋本希義 
園長 

小林康子 
副園長 

佐々木千尋 

土曜預かり 

川野辺弘子 

キング組担任補助 

穴澤悦子 
キング組リーダー 

穴澤ひろみ 
キング組担任 

土橋礼 

エース組担任補助 

白岩千恵子 

ミッキールーム 

小滝優子 

ジャック組担任 

岩橋拓也 

英語講師 

佐藤ジュリー 
英語講師 

アフリカイニステラ 

ミッキールーム 

小林美由紀 
アリス・補助 

五十嵐宏子 

事務 

伊東育美 

クイーン組リーダー 

小林富士子 

体操講師 

佐藤雅之 

年少補助・２号保育 

齋藤麻衣 

エース組担任 

鈴木香 
看護師・アリス補助 

横山泉 

ミチル組担任 

髙橋澪 

 
 

 

２０２２年度☆職員紹介 

茶道講師 

渡部キエ子 

大竹安代 

外島真紀子 

教育研究講師 

平田智久 

利根川智子 

菅原美謝 

絵画造形教室講師 

渡部由理恵 

坂本円 

カワイ体操講師 ピアノ講師 

山岡 圭   齋藤妃登美 

秦有里 



 

裏磐梯ロープウエイに乗って山頂駅まで行ってきました。澄み切った青い空に真っ白い雪、枝ばか

りの薄茶色の樹木、そして、冷たそうな雪解け水が小川となって流れる様は、テレビ映像を見ている

ようでした。色とりどりのウエアが広いスキー場をゆったりと滑り落ちていく風景に、会津ののどか

な春の到来を感じます。 

新学期、コロナ禍でマスク生活とは言え、学内は賑やかな気配がしています。廊下を走る足音、教

室の椅子を引きずる音、そして、時々聞こえる歓声。一方で、校内を歩いていると教室を探して迷っ

ている新入生に出会います。エントランスでスマホに見入り、友人を待つ新入生も。一人暮らしを始

めて、一人で起きて、一人で朝ごはんを食べ、１時限目の授業に間に合うように家を出て、夕方まで

授業を受けるのはとても大変なことです。それでも多くの学生は、入学当初は「頑張った」そうです

が、半年が過ぎ、1 年が過ぎる頃になると、朝食を毎日食べる学生は 3 分の 2 くらいに減ってしまう

のです。同時に朝起きる時間や夜寝る時間が不規則になって、学修意欲にも影響します。 

成長期の子どもたちにとってはなおのこと規則正しい食事や生活リズムは大切です。子どもは、体

は小さくても必要な栄養量が多く、しかも、胃袋が小さいので朝食・昼食・夕食の 3 食だけでは十分

な栄養量を摂ることができず、おやつでも栄養補給することが必要です。朝食を疎かにすると、あと

の食事でその分を取り返すことは大変なのです。  

まず、朝ごはんを食べましょう。朝ごはんはその日一日の元気のもと。ごはんやパンの穀類と、卵

や納豆や魚やウィンナーなどのおかず、野菜たっぷりのみそ汁やスープがあれば十分です。朝は食欲

が無いことも多いですが、子どもが食べないから準備しないのではなく、大人の方が食べるために準

備し、大人の方が朝ごはんを食べる姿を見せてあげてください。そして、余裕をもって朝ごはんを食

べるために早起きし、早起きするために早寝する、このリズムに乗りましょう。健康的な生活習慣づ

くりの第一歩です。 

会津大学短期大学部 鈴木秀子 

★毎週、園だよりを通して「会津大学短期大学部教授 鈴木秀子先生」のコラムを掲載していき

ます。コラムは月の中旬に届くため、内容が前後する事がございます。 

食育コラム 

編集後記 

４月入園式が無事に執り行われ満開の桜と共に１学期がスタートしました！泣き声が響いていた年少組さん

も、徐々に泣き声が聞こえなくなってきました。それぞれの学年が次のステップに進んでいます！！これか

ら１年子ども達は新しい事にチャレンジしながら成長していきます。そんな姿に寄り添って子ども達の成長

を楽しみに見守っていきたいと思います。チロルチョコ 

●おねがい● 
1 号認定児さんの降園時の園庭利用についてお知らせとお願いです。園庭遊びを行う際は、お家の方

の責任のもとお子様を見て下さいますようお願い致します。その際は自転車と砂場のご利用はご遠慮

下さい。アスレチック等の固定遊具のみご利用可能となっております。２号認定のお子様の保育時間

であることをご理解下さい。尚アスレチックをお子様が利用する際、緑の補助マットがしいてなかっ

た場合は必ず緑の補助マットを敷いてご利用下さい。緑のマットを利用された場合は片付けも合わせ

てお願い致します。 

今年度の園庭開放時間は 16 時までとなっております。 

１６時以降は補助マット等も片づけますので危険防止の為、アスレチックのご利用もご遠慮下さい。

ご協力をお願い致します。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ほけんだより 

2022年５月号 

学校法人 白梅 

認定こども園 榎の木 

 

ご入園、ご進級おめでとうございます。看護師の大竹路子です。満開の桜に迎えられ、新しい幼稚園生活が

始まりました。毎月「ほけんだより」を配信していきます。子どもたちが健やかに元気いっぱい過ごせます

よう、色々な情報を提供していきたいと思います。どうぞ宜しくお願いいたします。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

お迎え時のお願い 

お迎えの時間が変更になり早まったり遅くなったりする時は、 

子どもが不安なってしまいます。お帰りの準備でお待たせしない為にもご連絡をお願いします。延長保育をご

利用の方もご利用時間が過ぎてしまうような時にもご連絡をお願いいたします。18時を過ぎてしまう場合もご

連絡お願いします。 

繰り返しお知らせしていますが、登園前には子
どもをじーーっと観察してみてください！どん
な小さなことでも登園時にお知らせいただける
と子どもも職員も安心です。 

登園前の体調チェック

□ 熱はありませんか？ 
□ 顔色はよいですか？ 
□ 鼻水や咳は出ていませんか？ 
□ 湿疹、発疹はないですか？ 
□ 食欲はありますか？ 
□ うんちは出ましたか。下痢は 

していませんか？ 
□ 吐いたり、気持ち悪かったり 

していませんか？ 
□ 機嫌はよいですか？ 
□ 「痛い」「疲れた」などの訴えはありませんか？

健康診断のお知らせ
＊内科健診・・１回目 

５月１１日（水）アリス・少 

      ６月 ７日（火）年長、満１・２ 

        

 

＊歯科検診・・・５月１３日（金） 

※新型コロナウイルス感染症の影響で例年と日程

が変更となる可能性があります。 

＊身体測定・・・毎月１回 

～１年間お世話になる先生～ 

内科・・・やまみこどもクリニック  

澁川靖子先生 

歯科・・・本間歯科医院  本間先生 

 

健診日の登園時間や健診の結果への対応など 

ご協力をお願いいたします。 

 

ママ、パパが頑張っているように、新

入園のお子さんはもちろん、新しい 

クラスに進級したお子さんも、新しい

環境でがんばっています。新年度は子

どもも、体や心の疲れがたまりやすい

時期です。 

心の不調が体に出ることもあるので、

元気のないときは無理をさせないよう

注意してください。お仕事がお休みの

時は、一緒に過ごしたり、いつもより

早めのお迎えに来ていただいたりと特

別感を演出してあげてください。 

しっかり受け止めてもらったという安

心感が、心を安定させます。 

園で預かる薬について
基本的に園で薬の与薬は行っていません。やむを得ず薬
を持参される場合は、担任にご相談の上、下記の要項を
必ず守ってください。 

●医師の処方以外の薬はお預かりできません。 

●１回分のみ持参してください。 

●薬に名前、食前・後を明記してください。 

●水薬の場合は１回分を蓋つきの容器に入れてください。 

●塗り薬は密閉袋に入れてください。 

●確認作業を円滑に出来るよう必ず登園時に担任にお声掛けくださ

い。（確認がとれない場合は、与薬は 

出来ない事がありますのでご了承ください。） 


