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令和４年４月７日 

年長組・年中組の保護者の皆様 

マルガリタ幼稚園 

園長 川田 紀美子 

進級おめでとうございます 

 

陽春の候となりました。春休み期間中、お元気でいらっしゃいましたか。 

 本日、うれしい新学期が始まりました。お子様の進級おめでとうございます。 

  さて、このたび４月１日から、私もマルガリタ幼稚園園長１年生となりました、 

シスター川田紀美子と申します。前任者同様よろしくお願い申し上げます。 

新しい年度の日々も、保護者の皆様のご理解とご協力をいただき、教職員一同 

心を合わせて、神の祝福のうちに邁進していく所存でございます。 

 なお、後日、各学年の保護者会の折に、改めてご挨拶申し上げます。 

 

１．令和４年度教職員紹介 

理事長 Sr.柴山 惠子 

園 長 Sr.川田 紀美子★ 

事務長 品田 明 

主 任 近江谷 綾音 

学 年 クラス 担任 補助 

満３歳 いちご 新保 京子★ Sr.星 リエ子 他 

年 少 
たんぽぽ 南里 由美 羽立 典子 

ちゅうりっぷ 美濃川 鈴 石塚 かをり 

 

年 中 

さくら 沼野 薫  

三ッ木 弓子 も も 藤田 真弓★ 

すみれ 酒井 理緒 

年 長 

ば ら 石亀 華子 岡本 晴美 

花房 京子 

谷川 美沙 ゆ り 大貫 亜沙子 
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正課・課外英語担当 ジョナサン・グローガン 

宗教担当 Sr.星 リエ子 

体操指導担当 巻渕 晃  原 拓真 

預かり保育担当 小松 まり子  脇元 久弥 

廣瀬 雅子   埴原 由紀子 

プレ保育担当 三ッ木 弓子 

図書担当 塩山 さおり 

養護担当 Sr.藤原 都喜美 

事務担当 品田 明  阿出川 ユリカ 

交通誘導担当 クアルトロー・ブレッド 

  ★は新任です。 

 

 

２．保育時間について 

  【全園児共通】 

登園時間   ８時４５分～９時１５分まで 

 

【年長組 年中組】 

降園時間  ※水曜日は１１時３０分 

・４月 ７日（木）～１３日（水） １１時３０分 

 ※１２日（火）入園式は休園日 

・４月１４日（木）～       １４時 

 

【年少組】 

降園時間  ※水曜日は１１時３０分 

・４月１２日（火） 入園式 

・４月１３日（水）～２０日（水） １１時３０分 

・４月２１日（木）～       １４時 
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３．４月の行事について 

 

【 入園式 】 

日 時： ４月１３日（火）年中組、年長組は休園日です。 

 

受付開始：  ９時３０分～ 

    開  式： １０時 

 

※保護者２名まで、未就園児、在園の兄姉も参加可能です。 

※マスク着用でお願いいたします。 

 

 

【 学年保護者会・役員選出 】 

日 時： 年長組 ４月 ８日（金） ９時３０分から 

年中組 ４月１１日（月）   〃 

年少組 ４月１３日（水）   〃 

     場 所： 幼稚園ホール 

     内 容： 園長の話、学年の先生からの話 

          終わり次第、役員選出をいたします。 

     持ち物： 筆記用具、母の会組織図、スリッパ、外靴を入れる袋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幼稚園からの大切なお願い 

 

年間を通して行われる保護者会、講演会、 

学級懇談会、役員選出などは、 

園生活に必要なことや、共通理解を深めるために行われるものです。 

全員、必ず、ご都合をつけてご出席ください。 
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４．持ち物について 

【４月８日（金）まで】 

パンツ袋： パンツ、靴下、ビニール袋に必ず記名し、巾着袋に入れて 

持ってくる。 

 

防災頭巾： 新しいクラス名に書き換えて持ってくる。 

 カラー帽子： 記名をして持ってくる。 

 

【４月１１日（月）まで】 

 

保育用品 

・すべてに名前を記入の上、布・ビニール製の手提げ袋、または風呂敷 

（大きめの布でも可）にまとめて、クラスまで届けてください。     

※手提げ袋、風呂敷は園で保管し、年度末の持ち帰りの時に使用しますので 

よく見えるように記名をお願いします。 

・粘土は新しいものを園でお渡ししますので、中身を出してケースだけを 

持ってくる。 

・のりは品質管理のため、新年度に新しいものを入れます。 

 

中身を出して、洗って容器のみ持ってくる。 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

５．今日持ち帰りました以下の物は、４月１３日（水）にご提出ください。 

① 家庭状況調査票は変更点を訂正してください。 

② 緊急時引き渡しカードを記入してください。 

体操服・スモック 

・スモック、体操服は、クラスカラーテープを縫い付けてくる。 

なわとび 

・前年度の名前テープを取らずにそのまま持ってくる。 

（こちらで新しいものに貼り替えます。） 

雑巾 

・子どもが使用しやすいサイズ（通常のものの半分程度の大きさ）のものを 

 記名せずに持ってくる。 

※体操服、スモック、なわとびは、雑巾は、絵本バッグに入れて持ってくる。 
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６．出席カードについて 

常時、通園かばんのポケットに入れておいてください。毎月末は出欠席の 

記入集計をしますので、園で預かります。 

 

【 お願い 】 

・後ろにあります「おたより欄」は使用しないでください。 

連絡はメモでお渡しください。 

・表紙の裏の住所などを記入する欄には何も書かないようにしてください。 

もし、落とした場合は幼稚園に連絡が来るように幼稚園の連絡先のみを 

記載しています。個人情報の取り扱いにお気をつけください。 

 

７．お弁当について 

・お弁当を子どもたちは楽しみにしています。進級してから初めてのお弁当です。 

初めのうちは少なめに入れてください。全部食べられることは、子どもたちに 

自信をつけていくことになります。 

・お弁当は自分で食べることができる物にしてください。 

・ふりかけは、あらかじめかけてきて、ふりかけの袋は持ってこないようにして 

 ください。 

・丸のままのミニトマト、大きなブドウ、ウズラの卵などは、窒息するおそれが 

ありますのでお弁当に入れないでください。 

・危険ですので、つまようじやピックも（プラスチック製、木製共に）お使いに 

ならないでください。 

  ・デザートは自分で開けられるもの、開けられない場合は容器から出して 

お弁当箱に入れるなどの工夫をしてください。 

 

８．牛乳について 

お弁当の時に牛乳を飲みます。牛乳のアレルギーなどで飲めない場合は、 

飲めない理由を明記し、１１日（月）までに事務室にご提出ください。 

 

９．水筒について 

水かお茶を入れた水筒を持ってきても構いません。名前をしっかり見えるところ

に書くようにしてください。年少組は水筒の扱い方の指導をいたしますので後日、

日にちをお知らせします。 
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１０．希望絵本（全園児）について 

申し込まれた方は、一括集金いたします。 

 

１１．誕生会について 

毎月、誕生会の子どもたちのお祝いをいたします。誕生児の保護者の皆さまは、 

どうぞ自由にご参加ください。（保護者は１名まで） 

  時間・・・毎月 １０時から     場所・・・各保育室 

   ・保護者の方に「お子様にどんな人になって欲しいですか？」という 

インタビューをします。 

   ・誕生カードに、お家の方からのメッセージを記入する欄があります。 

    持ち帰りましたらぜひ仕上げをお願いいたします。 

   ・お誕生会ではお菓子を用意しています。幼稚園では食べないで持ち帰ります 

ので、成分などをご覧ください。 

  

１２．夏服について 

   ５月２日（月）から夏服への移行期間になります。制服は気候に合わせて 

お選びください。制帽は夏用の物を着帽してください。 

 

 

 

 

 

１）手提げ（絵本バッグ）は、常時幼稚園に置いておきます。 

使用した時は、翌日幼稚園にお持ちください。 

 

２）自転車通園の方は、安全の為ヘルメットをかぶるようにしてください。詳しくは

本日配布のパンフレットをご覧ください。制帽を忘れないように持たせてくださ

い。 
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３）降園後に近隣の公園で遊ぶ場合は、公共の場の使い方や過ごし方などをご指導 

ください。 

・遊具などを譲り合って使用するように。 

・遊んでいる小さい子どもたちや、他の子どもたちに優しく接するように。 

   押しのけたり、ぶつかったりしないように。もしそうしてしまったら、 

「ごめんなさい」をきちんと言うこと。 

  ・お弁当を食べる時は、場所を取りすぎないように。 

  ・お母さん方がお話に夢中にならないように、監督をしっかりする。 

 

４）徒歩で通園される方は、登校園時ひとりで走ってお母さんから離れてしまわない

ように、手を繋いで一緒に歩くよう指導をしてください。 

徒歩の方、自転車の方は、園舎寄りをお通りいただくようにお願いいたします。 

 

５）駐輪場では、白線の内側になるべく端から詰めて停めてください。 

 

６）青門の道路も車や自転車が通りますので、広がらないように、また子どもたちが

飛び出さないようにくれぐれも気を付けてください。また、道路に自転車を停め

ることもしないようにしてください。青門の駐輪場がいっぱいになってしまった

時は、白門に回ってください。特に青門付近～公園までのあたりでマナーについ

て近隣の方からのご指摘がありましたのでお知らせいたします。 

 

７）敷地内に出入りするときは、一般の方の通行の邪魔にならないように十分な 

ご配慮をお願いいたします。また、自転車置き場内でお子さまを乗せてから門を

出てください。信号を待つときは、道路をふさがないように自転車を停めてお待

ちください。 

 

８）ピンクの門を出てすぐのルルドはお祈りをする場所です。走り回ったり、 

登ったりすることのないようにお願いいたします。 

 

９）特別な行事以外、個人情報保護の観点から、園内での写真、動画の撮影は禁止 

です。 

新年度に入りましたので、沢山のお願い事を書きましたが、わからないことがありま

したらどうぞお尋ねください。よろしくお願いいたします。 

 


