
  
                                                                    

   

 

 

 

                                  ２０２２・４月       園長 小林康子 

 
 

園庭の桜も咲き始めました。 

新入園児の保護者の皆様、お子様のご入園おめでとうございます。 

進級児の保護者の皆様、お子様のご進級おめでとうございます。 

今年度は幼稚園の年少組 27 名・年中組 32 名・年長組 33 名計 92 名 

アリス組クィーン組 14 名・キング組 14 名計 28 名、合計 120 名でスタートします。 

本園は 55 年目を迎え、緑豊かで自然豊かな環境です。園庭は小さいながらも挑戦できるアスレチッ

クがあり、園内の大きな滑り台が本園の宝物です。幼児の主体的な活動を通して好奇心を育み、い

ろいろな人と関わり、物と関わる機会を持ち、豊かな心と健康な体を育てます。また運動的な遊び

も日々の生活の中にたくさん取り入れて体力の向上にも努めます。 

“おはよう”と元気に登園してきてください。“笑顔”の先生が待っています。 

初めて幼稚園での生活が始まる子ども、年長になって少し緊張気味な子どもなど、どの子もそれぞ

れがこれから始まる幼稚園での生活に期待と、ちょっぴりの不安を持っている事と思います。ご家

庭と幼稚園がしっかり手を携えあって進んでいきたいと思います。どうぞよろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

  
 

 お花が笑った   お花が笑った♪ 

 みーんな笑った  一度に笑った♪♪ 

コロナ情報：コロナウイルス感染症はまだまだ予断が許せません。熱等のチェックに心がけて下さい。 

        基本の手洗い・うがい・3 蜜（密閉・密集・密接）を避ける等引き続き気を付けて行きましょう。 



 

 

 

 

 

 

学年の目標 
年 長：新しい生活や環境に慣れ、年長児としての意識を持って生活する。 

年 中：園生活の楽しさを感じながら、喜んで登園する。 

年 少：園生活の仕方が分かり、安心して過ごす。 

アリス：満３歳児→新しい環境に慣れ、安心して過ごす。 

満１・２歳児→新しい環境に慣れる。 

 

 

 

★４月の行事予定★ 
 

 

  
ありす組 年少・年中・年長組 

１ 金 ２．３号認定児保育開始・給食開始 

2 土   

3 日   

４ 月   

5 火   

6 水  

7 木 １学期始業式 

8 金 午後保育   １・２・３号 給食あり 

9 土   

10 日   

11 月  第５５回入園式     午前保育 

12 火 英（長） 

13 水 英（中） 

14 木  １号給食開始 

15 金 園外保育（長） 

16 土  

17 日  

18 月  

19 火 英（長） 

20 水  英（中）体力づくり（長） 

21 木 英（ア）       英（少）園外保育（長）チクタク 

22 金 PTA 総会・参観 園外（少） ※年長・年中のみ参観 

23 土   

24 日   

25 月 避難訓練 

26 火  英（長） ティンクルーム 

27 水  内科検診 体力作り（長）英（中） 

28 木 英（ア） ４月生まれ誕生会（中）英（少） 

29 金 昭和の日 

30 土   

    

 

〈特記事項〉 
●７日・１１日・１２日・１３日は１号認定のお

子様は午前保育になります。 

 

●８日（金）は通常保育となりますので、１号認

定児さんも保育が午後まであります。この日は給

食提供もありますのでお間違えのないように宜し

くお願い致します。 

 

●１１日（月）は第５５回入園式です。１１日～

１３日新学年に慣れるまで１号認定児さんは午前

保育になりますのでお間違えのないようお願い致

します。 

 

●１４日（木）より、全学年１号認定のお子様も

通常保育となり、一斉給食が始まります。 

 

●２２日の PTA 総会・参観は行う予定ですが、コ

ロナウイルスの状況よっては変更が生じる場合が

ございます。今後書面にてお知らせしていきます

ので宜しくお願い致します。 

 

●２７日（水）の内科検診は年中組・年長組にな

ります。 

【４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） 

☆２６日（火）「好きな遊びをしよう」 

☆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） 

☆２１日（木）「好きな遊びをしよう」 

 
※ご予約は園ホームページより申し込み下さい。 

２０２２年度がスタート 

皆様、今年度もどうぞ宜しくお願い致します！！ 

Welcome 

エース組 むらだて せあちゃん 



 
学年 クラス 男児 女児 合計 

年長 ジャック組 ６ １０ １６ 

ピーターパン組 ６ １１ １７ 

年中 ヘンゼル組 ６ １０ １６ 

グレーテル組 ７ ９ １６ 

年少 チルチル組 ９ ５ １４ 

ミチル組 ８ ５ １３ 

アリス キング組 ９ ５ １４ 

クイーン組 ５ ９ １４ 

エース組 ０ ０ ０ 

202２年度 榎の木 クラス人数（４月１日現在） 

202２年度 東行仁幼稚園・アリスルームクラス担任について今年度のクラス担任です。    

（グループリーダーは〇印） 

☆理事長         橋本 希義   

☆園長          小林 康子 

☆副園長         佐々木 千尋 

☆幼稚部 主任      安部 絵梨 

☆保育部 主任      佐藤 いつ香 

☆年少組  <チルチル>  荒井 佳与        <年少リーダー> 〇嶋津 直子 

      <ミチル>   髙橋 澪          〈年少補助１学期〉齋藤 麻衣（２号） 

☆年中組 〈ヘンゼル〉  吉田 香央里      〈年中リーダー〉〇永井 有真 

〈グレーテル〉 新妻 茜         〈年中補助〉三瓶 友南（２号） 

☆年長組 〈ジャック〉  岩橋 拓也       〈年長リーダー〉〇横山 直子 

〈ピーターパン〉 小川 美彩        〈年長補助２・３学期〉齋藤 麻衣 

☆アリス組 〈満１歳児〉 〇小池 瑞穂  白岩 千恵子 

〈満 2 歳児〉  〇小林 富士子  鈴木 梨沙子  鈴木 香 

〈満３歳児〉 〇穴澤 ひろみ 土橋 礼 東條 りりあ 穴澤 悦子 

〈アリスフリー〉 横山 泉（看護師）大竹 時子 〈アリス・補助〉五十嵐 宏子 

☆子育て支援  安部 絵梨  佐藤 いつ香  嶋津 直子  齋藤 麻衣   

☆2 号保育担当 齋藤 麻衣 三瓶 友南 横山 玲子 小滝 優子 小林 美由紀  

（ミッキールーム）                        

☆早朝保育（月～金）  大竹 時子・五十嵐 宏子 

☆早朝保育（土曜専任） 川野辺 弘子 

☆英語講師       佐藤 ジュリー  アフリカ・イニステラ 

☆体操講師       佐藤 雅之 

☆絵画造形教室     渡部 由理恵  坂本 円 

☆茶道講師       渡部 キエ子 

☆カワイ体操講師    山岡 圭 

☆事務職員       伊東 育美 

☆バス〈３号車 運転手・添乗員〉   安西 英夫  菊地 喜代子 

新年度のお知らせ 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●コドモンと Facebook について● 

 

・今年度も榎の木ではコドモン・Facebook を活用していきます！！ 

コドモンでは園からのお知らせ一斉メールや出欠席の連絡・バスの位置情報・アンケートなどを利用していきま

す。また、今までお手紙で配布していた物もこれからコドモンで添付して配信していきますので、コドモンの登

録をお忘れのないよう宜しくお願い致します。 

※お休みの連絡は以前と同様に９時３０までにコドモンに連絡下さいますようお願い致します。 

コドモンの連絡という表示からご連絡いただけます。 

 

●コドモンバスの位置情報について● 

 

 

・バス３号車には GPS 機能がついています。コドモン下の表示の「その他」を押してもらうとバス位置情報の

表示がありますので、そこから「３号車榎の木」を選択して下さい。バスの現在位置の確認ができます。 

バスを利用するお子様が複数お休みになりますと、バスの到着時刻が大幅に違ってくる場合がございますので、

バス位置情報を見ていただくと便利です。 

 

 

・幼稚園には登園するけど…今日朝・帰りバス乗りません！！という時には、コドモンまたは直接園の方にご連

絡頂きたいと思いますのでよろしくお願いいたします。コドモンの「連絡」よりバス送迎変更連絡が可能です。 

 

・朝のバスは７時３０には園を出発します。バスの連絡は職員が受けてバスに連絡しますので、予定が分かって

いれば前日、またお子様のバス到着時刻より前に必ずご連絡下さい。 

 

 

 

お知らせ 

編集後記  

ご進級・ご入園おめでとうございます  園だより「えのき」は毎月１回、月の初めに発行しています。園での様子・子

どもの姿・お知らせ・保健だより等お伝えしていきますのでどうぞお楽しみに♪チロルチョコ 

●子育て支援・一時預かり● 

子育て支援事業ですが、今年度も当面の間はコロナウイルス感染拡大防止の為人数を制限して行っていきます。 

ティンクルーム ５組程度 チクタクキッズ １０組程度 おやつの提供は前年度同様行いませんのでご了承下

さい。また状況を見て人数や内容は変更になる場合もございますので、幼稚園ホームページをご確認頂ければと

思います。 

一時預かりですが、４月のお預かりは行いませんのでご了承下さい。また５月からは在園児のお子様からお預か

りしたいと思います。一時預かり事業を利用する場合は事前登録が必要ですので、園にご連絡下さい。なお、コ

ロナウイルスの状況によっては変更になる可能性がありますのでご了承下さい。 

バス位置情報 

バスのお休み連絡 


