
  

 

 

 

 

 

 

お祝いの１年に 

園長 川越 裕子 

 

 ３月末、サクラ広場のサクラは満開でした。そして４月、みなさんを待っていたかのように、

新緑の葉がぐんぐんと顔を出しています。その勢いはとても力強く、なんだか私に勇気を与え

てくれるような気さえします。 

  

 令和４年度がいよいよ始まりました。今年度は３歳児３４名、４歳児５１名、５歳児６１名、

計１４６名で、「お祝いの１年」をスタートさせます。 

 今年度は、久松幼稚園８０周年、久松小学校１５０周年の節目の年です。冬には、周年式典

を予定しており、そのほかにも、たくさんのお祝いのイベントを計画しております。小学校と

連携しながら、たくさんのイベントに参加する中で、いろいろな方に触れ、みなさんに支えら

れて今日の久松幼稚園があることを、子どもも教職員も感じられる機会があります。私は今か

らワクワクしています。 

 

 子どもたちと一緒に、久松幼稚園の歴史を紐解きながら、それぞれの時代に久松幼稚園に関

わってこられた方へ『感謝』の気持ちをもち、そのことからより一層「ひさまつようちえんだ

いすき！」の『愛校心』を醸成し、さらにそれらが御家庭や地域の方との『連帯感・絆』にな

るように努めてまいります。 

 保護者の皆様、地域の皆様におかれましては、いつもにも増してたくさんの御理解と御協力

を賜る機会があると存じます。どうぞ、これからの久松幼稚園・小学校、そして地域の未来を

担う子どもたちに、お力添えをよろしくお願い申し上げます。共に、「お祝いの１年」にして

参りましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              令和４年４月７日 

                              中央区立久松幼稚園 

                              園長  川越 裕子 

http://www.chuo-tky.ed.jp/hisamatu-kg/ 

 

 

              〚今月のねらい〛 

＜さくら・も も組＞ ○先生に親しみをもち、安心して過ごせるようになる。 

＜う め・あんず組＞ ○進級の喜びを感じ、興味をもったものに関わったり、友達と一緒に遊

んだりすることを楽しむ。 

           ○喜んで幼稚園に登園し、先生や友達に親しみながら、新しい生活の場

に慣れる。 

＜ま つ・た け組＞ ○年長組に進級したことを喜び、学級の友達と一緒に遊ぶことを楽しむ。 

             ○自分たちで生活する中で、必要なことが分かり、受け止めながら取り

組んでいこうとする。 

園だより ４月 
 



＜令和４年度 教職員組織について＞ 

 園  長  川越  裕子   かわごえ  ゆうこ 

 幼稚園主任  佐久間 栄美   さくま   え み 

 主任教諭  川原田 明美   かわはらだ あけみ 

 ３歳児（さくら組） ○小嶋  順子   こじま   じゅんこ 

 ３歳児（も も組） 臼井  聖奈子  うすい   みなこ 

４歳児（う め組） 〇小倉  裕加里  おぐら   ゆかり 

 ４歳児（あんず組）  宮野  莉歌   みやの   り か 

 ５歳児（ま つ組） 〇正木  絢子   まさき   あやこ 

 ５歳児（た け組）  田邊  彩子   たなべ   あやこ 

保育補助員（３歳） 石井  典子   いしい   のりこ 

保育補助員（３歳） 玉置  知美   たまき   ともみ 

 保育補助員（４歳）  中村  美栄   なかむら  み え 

保育補助員（５歳）  藪見  舞子   やぶみ   まいこ 

保育補助員（５歳）  原田  智子   はらだ   ともこ 

保育補助員（５歳）  浅見  誠子   あさみ   のぶこ 

 主  事  長﨑  あけみ  ながさき  あけみ 

 主  事  金本  保    かなもと  やすし 

事務補助  加藤  知美   かとう   ともみ 

 育児休業  阿部  良子   あべ    りょうこ 

育児休業 川島  梢    かわしま  こずえ 

                                  ○は学年主任 

 

＜教職員の異動＞ 

 

  【転 出】   

 

 

 

 

 

【転 入】 主   事    金本 保   消防庁より 

 

           ＜園医の紹介＞ 

 

内 科   吉良 登志子 耳鼻科 松田 雄大 

歯 科 田嶋  健 薬剤師 大野 純男 

眼 科 浜 由起子   

 

 
 

教   諭    阿部 真秀  中央区立中央幼稚園へ 

保育補助員    小高 待子  中央区立明石幼稚園へ 

保育補助員    澁谷 美樹  私立幼稚園へ 

保育補助員    細見 こころ 私立幼稚園へ 

事務補助     磯貝 三千代 退職 



４ 月 行 事 予 定 

 

 

 

 

日 曜 行 事 予 定 
降園時刻 

さくら・もも組 

１ 金    

２ 土   

３ 日    

４ 月     

５ 火   

６ 水  春季休業日終  

７ 木 始業式  

８ 金 入園式・在園児休園  

９ 土   

10 日       

11 月 弁当始（うめ・あんず・まつ・たけ組） 

安全指導 
１０：３０ 

12 火 定期健康診断始・身体測定（まつ・たけ組） 

保護者会（うめ・あんず・まつ・たけ組） 
１０：３０ 

13 水  保護者会（さくら・もも組） １０：３０ 

14 木  身体測定（うめ・あんず組） 

尿検査容器配布 
１０：３０ 

15 金  １１：００ 

16 土   

17 日    

18 月 尿検査回収日 

学級懇談会（まつ・たけ組） 
１１：００ 

19 火 徒歩遠足（まつ・たけ組） 

尿検査追加回収日 
１１：００ 

20 水 学級懇談会（うめ・あんず組） １１：００ 

21 木 避難訓練 １１：００ 

22 金  内科検診 １１：３０ 

23 土   

24 日    

25 月  誕生会（うめ・あんず組） １１：３０ 

26 火  誕生会（まつ・たけ組） １１：３０ 

27 水 学級懇談会（さくら・もも組） １１：３０ 

28 木  航空写真撮影 ※５月１１日まで 

１１：３０降園 

29 金 昭和の日  

30 土   



 

○登園時間について 

 密を避けて登園することができるように、学年ごとに登園時間を分けさせていただきます。 

 ・年少組は、９：００～９：１０ 

・年中組は、８：５０～９：００ 

・年長組は、８：４０～８：５０ 

小学校玄関から登園しましょう。登園時に園長に「けんこうちぇっくカード」を提出してくださ

い。記入漏れのないように御協力お願いいたします。 

○８日（金）入園式 

在園児は休園です。ただし、新入園児の兄弟関係は、一緒に参列していただいて結構です。 

○１２日（火）定期健康診断 

内科、歯科、耳鼻科、眼科、身体測定、尿検査等を行います。後日配布する健康診断日程表を御

確認ください。 

○１２日（火）・１３日（水）保護者会 

年長組・・・１２日（火） ９：３０～１０：００（場所：体育館） 

年中組・・・１２日（火）１０：３０～１１：００（場所：体育館） 

年少組・・・１３日（水） ９：３０～１０：００（場所：遊戯室） 

＜内容＞ 幼稚園経営方針について 年間行事予定について PTA活動への協力について  

※終了後、役員の選出があります。 

○１８日（月）尿検査回収日 

 登園時に、小学校玄関で回収します。必ず各学年の登園時間に忘れないように提出してください。 

○１８日（月）２０日（水）２７日（水）学級懇談会  場所：遊戯室 

・まつ組   １８日（月） ９：１０～ ９：４０ 

・たけ組   １８日（月）１３：２０～１３：５０ 

・うめ組   ２０日（水） ９：１０～ ９：４０ 

・あんず組  ２０日（水）１０：４０～１１：１０ 

・さくら組  ２７日（水） ９：２０～ ９：５０ 

・もも組    ２７日（水）１０：４０～１１：１０ 

※遊戯室への出入りはサクラ広場側からお願いいたします。外靴を入れる袋をお持ちください。 

やむを得ず欠席される場合は、担任までお知らせください。 

○１９日（火）徒歩遠足（まつ・たけ組）場所：和泉公園 

詳細は、後日手紙を配布します。 

○２１日（木）避難訓練（うめ・あんず・まつ・たけ組） 

地震発生時の避難の仕方について訓練をします。 

○２２日（金）内科検診 

 脱ぎ着しやすい服装で登園してください。 

○２５日（月）２６日（火）誕生会 

・年中組 ２５日（月）  ９：３０～１０：００ 場所：遊戯室 

・年長組 ２６日（火） １０：４０～１１：１０ 場所：体育館 

その月の誕生日のお友達をお祝いします。誕生児の保護者の方も参加していただき、一緒にお祝 

いをします。※誕生児の保護者の方は、開始５分前にお集まりください。 

○２８日（木）航空写真撮影 

 幼稚園８０周年・小学校１５０周年の記念航空写真を撮影します。詳細は後日お知らせします。 

 

 

お し ら せ 

やむを得ず欠席される方は

担任にお知らせください。 



＜５月の主な予定＞  ☆本年度の主な年間行事日程は、保護者会でお知らせします。 

５月 ２日（月）開校開園記念オープニング集会 

９日（月）離任式 

   １０日（火）親子で遊ぼう（年少組） 

         個人面談始 

１１日（水）集合写真撮影 

１２日（木）弁当始（年少組） 

   １６日（月）徒歩遠足（年中組） 

   １７日（火）歯科検診 

   １８日（水）眼科検診①（※降園時間を各学年１０分ずつ遅らせます。） 

   ２０日（金）誕生会（年中組） 

   ２４日（火）バス遠足（年長組） 

   ２５日（水）眼科検診②（※降園時間を各学年１０分ずつ遅らせます。） 

   ２６日（木）バス遠足（年中組） 

   ２７日（金）誕生会（年長組） 

   ３０日（月）食育教室（年中・年長組）・個人面談終 

   ３１日（火）引き渡し訓練 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


