
４月 園だより 

 

新しい時代に向かって 

 
園 長  野田 和敬 

 
 春の温かなそよ風が心地よく吹く中、平成３１年度が始まりました。お子様のご入園、

ご進級を心よりお喜び申し上げます。おめでとうございます。 

 今年度、中央幼稚園は、ばら組１２名、ゆり組１２名（年少組計２４名）、年中さく

ら組３２名、年長すみれ組２３名の合計７９名でスタートします。入園や進級の喜びに

あふれ、若竹のようにすくすく伸びようとする子どもたちとともに、園での教育活動を

進めてまいります。 

 さて、先日、「平成」に続く新元号が発表されました。５月１日より「令和」の時代

が始まることに、期待と希望の声が街にあふれています。平成生まれの子どもたちにと

っても、新しい時代の始まりへの期待と希望がもてるよう呼びかけていきたいと考えて

います。 

中央幼稚園は、平成５年に旧京華幼稚園と旧鉄砲洲幼稚園で育まれた歴史と伝統を引

き継ぎ誕生しました。昨年度は、開園２５周年を、子どもたちや保護者、地域の皆様と

ともにお祝いしました。「平成」時代で築き上げてこられた多くの方々に感謝しながら、

「令和」の時代に向かって、本園も新たな一歩を進んでいきます。 

本園の教育目標達成に向けて、子どもたち一人一人が元気で楽しい園生活を送れるこ

とをめざし、教職員一同誠心誠意努力してまいります。これまで同様、保護者・地域の

皆様の力強いお力添えをどうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３１年４月８日 
 中央区立中央幼稚園 
園 長 野田 和敬 

＜生活の目標＞ 

 

○親子で手をつないで歩き、

 交通ルールを守りましょう。 

 

○お互いにあいさつを交わし、 

心地よい人間関係を築きま

しょう。 

＜４月の指導のめやす＞ 

３歳児・幼稚園はどんなところかが分かり、先生に親しみを
もつ。 

   ・幼稚園で安心して過ごす。 

４歳児・新しい環境に慣れ、安心して先生や学級の友達と生
活する。 

   ・自分の好きな遊びを見付けて遊ぶ。 

５歳児・年長組になった喜びを味わう。 

   ・これまでの遊びや生活の仕方を思い出しながら、新

   しい生活の場に慣れ、すすんで遊びに取り組む。 

《中央幼稚園の教育目標》 

  ○楽しく遊ぶ子  ○よく考える子  ○思いやりのある子 
 

《こんな幼稚園を目指します》 

 「笑顔と思いやりでつながる中央幼稚園」 

  ○豊かな人間性を育む幼稚園 

  ○主体的に学び行動する幼稚園 

  ○健康で安全な生活ができる幼稚園 

  ○「チーム中央」で保護者・地域とともに歩む幼稚園 



                  ＜４月の行事予定＞     ＊絵本貸し出し(４・５) ★返却                                                                      
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  １ ２ ３ ４ ５ ６ 

  
 

 
 

  
 

 春季休業日
終 

７ ８ ９ １０ １１ １２ １３ 

 
 

始業式 
地域訪問 

午前保育 入園式 
地域訪問 

弁当始（４・５） 安全指導 
 

 

１４     １５ １６ １７ １８ １９＊ ２０ 

 
 

全体保護者会 
 

尿検査配布 学級保護者会（３） 
尿検査回収 
 

学級保護者会 
 （４・５） 
 

避難訓練 
 

ＰＴＡ総会 
歓送迎会 

２１ ２２★ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ 

 定期健康診断始 
身体測定（４・５） 

徒歩遠足 
（４・５） 

徒歩遠足予備日  誕生会 
 

 

２８ ２９ ３０ ５／１ 2 3 4 

 昭和の日 
 

休日 祝日 休日 憲法記念日 みどりの日 

                 
＜連絡事項＞ 

【１０日（水）入園式】 
○登園時刻…９：２０～９：３０ 

○降園時刻…１１：３０（予定） 

○服装…園服・園帽・白いシャツ・白の靴下 

○持ち物…絵本袋、コップ、タオル 

★入園式後、進級記念写真撮影をします。 

＊当日、受付、接待、会場の片付けなどのお手伝
いの保護者の皆様、ご協力をよろしくお願いい
たします。 

 

【８日（月）・１０日（水）地域訪問】 

 各ご家庭の所在地や地域の施設などを、全職員
で確認しながら、地域訪問をします。 
 

【１５日(月)全体保護者会】 

○場所…みんなの部屋 

○時間…９：１０～１０：００ 

○内容・園長あいさつ 

    ・今年度の教育計画と保育内容 
    ・諸連絡・ＰＴＡ役員について 
    ・１学期の行事について  など 
 ＊つりさげ名札・上履きをご持参ください。 
 
【１７日(水)学級保護者会（３）】 

○時間…９：５０～１０：３０ 

○場所…みんなのへや 

 
【１８日(木)学級保護者会（４・５）】 

〇時間…１３：００～１４：００ 
〇場所…各保育室  

 

 

【１９日（金）避難訓練】 

 毎月１回避難訓練を行い、非常時の身の守り方
を学びます。４月は、3歳児は降園後、保護者と一
緒に見学をします。 
 

【２２日（月）身体測定（４・５）】 

 ４月・９月・１月は、身長と体重を計ります。
その他の月は体重だけです。結果は早めにお知ら
せいたしますので、ご確認ください。 

＊３歳児は5月からです。 

 

【２３日（火）遠足（４・５）】 
 あかつき公園に遊びに行きます。紐付きの水筒
を持たせてください。雨天の場合は、翌日２４日
（水）に延期します。 
 
【２６日（金）誕生会】 

 誕生児の保護者の方は、ご出席ください。 

４・５歳児 ○時間 ９：２０～９：５０ 

○場所 みんなのへや 
３歳児   ○時間 １１：１５～ 
      ○場所 ばら組保育室 

★毎月誕生会を行います。幼児の発達段階や気持 
ちの集中時間などを考慮して、形態や内容を工 
夫して実施します。誕生児の保護者の皆様にも
ご出席いただき、一緒にお祝いをしていただき
ます。 

 なお、８月の誕生会は、７月に一緒に行います。 
 
 

         



 

５月の主な行事 
８日（水）集金日（４・５月分）・体重測定 ／ ９日（木）眼科検診・安全指導 

１０日（金）離任式 ／ １４日（火）歯科検診 
１６日（木）身体測定（３）・絵本デー ／ １７日（金）お話会（４・５） 
２１日 （火）誕生会 ／ ２２日 （水） 引き渡し避難訓練（弁当あり） 
２３日（木）耳鼻科検診 ／ ２４日（金）内科検診 

２８日（火）クリーンデー ／ ３０日（木）親子観劇会 

 

 

 ★教育時間について：４月の教育時間についてお知らせいたします。 

 
  【５歳児（すみれ組）】 

月・火・木・金：登園時間…8時４５分～８時５５分 
（弁当あり）  降園時刻…14時10分までに玄関前にお集まりください。    

                      一日の保育や連絡などをします。 
水（弁当なし）：降園時刻…12時00分までに玄関前にお集まりください。 

   
【４歳児（さくら組）】 

月・火・木・金：登園時間…8時４５分～８時５５分 
(弁当あり)    降園時刻…14時00分までに玄関前にお集まりください。         

                              一日の保育や連絡などをします。 
水（弁当なし）：降園時刻…11時50分までに玄関前にお集まりください。 

  
 【３歳児（ば ら組・ゆり組）】 

 ＊新入園児は集団への適応状況を考慮して特別時程になっておりますのでご協力を 
お願いいたします。 

      １１日（木）～１７日（水）：登園時間…9時0５分～9時１５分 
            ＊５歳児・４歳児が登園した後になります。 
              ５歳児が身仕度が終わり次第、３歳児のお手伝いに来てくれます。 
       １８日（木）から登園時間は通常の8時４５分～８時５５分になります。 
              降園時刻…4/１０(水)～4/2４(水) 

10時４0分に保育室にお集まりください。 
一日の保育や連絡などをします。 

                4/２５(木)～5/１３(月)  
11時４0分に保育室にお集まりください。 
一日の保育や連絡などをします。 

                4/１９(金） 避難訓練の様子を降園後、見学します。 
 
【玄関の施錠について】 
   正面玄関は電子錠になっており、安全上常時施錠してあります。登園時間が過ぎると、チ
ャイムを押していただき開錠することになります。登園時間に遅れないよう、ご協力をお願
いいたします。 

 
 
 
 
           
 
 
 
 
 



 
 
 

＜定期健康診断について＞  園医の先生方による健康診断を行います。 

  ○内科検診、身体測定は、着脱がしやすい衣服を着せてくださるようお願いいた 

   します。また、下着や靴下にも名前やマークを付けてください。  
  ○耳鼻科・歯科・眼科等は、それぞれの検査がしやすいように、ご配慮ください。 

  ○尿検査は、検査の方法や提出日をよく確認してください。   
  
４月 １７日 （水）尿検査提出  

     ２２日（月）身体測定（４・５） 
５月  ９日（木）眼科検診 

１４日（火）歯科検診 
１６日（木）身体測定（３） 
２３日（木）耳鼻科検診 
２４日（金）内科検診 

 

★検査当日、欠席した場合は、各ご家庭で園医まで行って受けていただきます。 
★ばら組・ゆり組は検査によっては、保護者の方に付き添っていただく場合がありま 
す。ご協力をよろしくお願いいたします。 

 
 
 

 ★幼稚園職員の異動について 
 
  【転入】 主任教諭   山田 裕子 （中央区立泰明幼稚園より） 

教  諭   根本 志織 （中央区立月島幼稚園より） 
       教  諭   㠶足 有加 （新規採用） 
       保育補助   中坂 美智子（中央区立明石幼稚園より） 
       主  事   佐藤 広美 （中央区立有馬小学校より） 
 
  【転出】 教  諭   荻沼 友香 （中央区立日本橋幼稚園へ） 
       講  師   木村 悦子 （中央区立月島第一幼稚園へ） 
       保育補助   戸部 礼子 （中央区立京橋朝海幼稚園へ） 
       保育補助   山田 律子 （退職）   

主  事   君島 百合子（中央区立豊海幼稚園へ） 
        

 
 
 
           
             
 
      
 
 
 
 
 


