
  

  

  

  

  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
４月の園行事 

乳 児 幼 児 

1 金 家庭協力日  

2 土 土曜保育、２・３号保育開始 

3 日 休園 

4 月 新２･３号慣らし保育開始 

5 火   

6 水   

7 木 入園式、０歳児懇談会 

8 金  始業式 

9 土 土曜保育 

10 日 休園 

11 月 音楽（２歳児） 
新１号慣らし保育（～１５日） 

音楽（４・５歳児） 

12 火 身体測定  

13 水 体育（２歳児） 体育（３歳児） 

14 木  体育・英語（４・５歳児） 

15 金 
避難訓練 

英語（２歳児） 

 

英語（３歳児） 

 16 土 土曜保育 

17 日 休園 

 18 月  音楽（３～５歳児） 

19 火   

20 水 体育（２歳児） 体育（３歳児） 

21 木  体育・英語（４・５歳児） 

22 金 
全体懇談会 

英語（２歳児） 

 

英語（３歳児） 

 23 土 土曜保育 

24 日 休園 

 25 月  音楽（３～５歳児） 

26 火  遠足（３～５歳児） 

27 水 
お誕生会 

体育（２歳児） 体育（3歳児） 

28 木  体育・英語（４・５歳児） 

29 金 昭和の日・休園 

30 土 土曜保育 

 

みんなで育つ みんなが育つ 

ん え り だ よ 
 

さて、入園をされました 56 名の子たちは「こども

園の子ども」としての生活が始まります。家庭は愛情

独り占めの生活でしたが、園の集団生活は仲間とと

もにわかちあう、協力する生活となります。毎日通園

というのは、やはり大きな変化であり、「家庭の子ど

も」から「こども園の子ども」へ生まれ変わる転機に

もなるでしょう。自分の思い通りに過ごした家庭か

ら、みんなと共同するこども園へ。ですから時には園

いや！という感情が発露することもあるかもしれま

せんが、そこは、まずご家族が焦らず、不安がらず、毎

日の通園の習慣づけを整えてください。そして、「こ

ども園の子ども」と「家庭の子ども」を往還する子育

てを楽しんでいただければと思います。ご心配はい

りません。子どもは環境の子。置かれた環境で精一杯

育っていきます。半月もすれば馴染んできます。たく

ましく、力強く育っていきます。子どもを信じて、とも

に楽しみ、ともに喜んでください。 

 また、進級をされる子たちは、前年度に別れ、新年

度に出会う時。新たに生まれ変わるのです。この一

年、どんな経験をし、どんな成長を遂げていってくれ

るのでしょう。その成長を近くで見守りながらともに

感じられることが喜びです。 

 

 

 
園長あいさつ 

全園児 

年度初め恒例の「全体懇談会」と「保護者懇談会」を開

催します。１０時より全体懇談会（園長の挨拶と年間予定

などの説明）引き続き保護者総会を行います。 

 

■時間：１０時～ 

■場所：びわこきららこども園 １Fホール 

 

春の心地よい陽気を感じながら、新しいクラスの友だ

ちと仲間意識を育み楽しみたいと思います。当日は体操

服で登園してください。 

 

  ■服装：体操服上下・トレーナー 

  ■持ち物：弁当・水筒・お手拭き・レジャーシート 

  ※雨天時も弁当持参です。 

ご入園、ご進級おめでとうございます。新年度がスタ

ートしました。新入園５６名を迎え、令和４年度を200名

でスタートしました。新しい出会いに感謝しております。 

今年度4月からびわこきららこども園の園長を務める

ことになりました松原寿子と申します。責任の重さを感

じるとともに身の引き締まる思いです。私は、物心つい

た時から夢は保育士でした。長年の夢が実現してからず

っとこの道一本で、趣味は保育教育かと思うほどこの仕

事が好きですし、何より子どもが大好きです。びわこき

ららこども園には、平成 26 年に園が開園した時から携

わらせていただき、たくさんの子たちや保護者の方、仲

間たちとともに歩んでまいりました。ですからびわこき

ららこども園への愛には自信があります。前任の池野園

長の経験や力量には及びませんが、ともに歩んできた中

で教わったたくさんの学びとそのスピリットを継承し、笑

顔で謙虚に園長の職務に励んでまいります。 

当園の教育方針の一つに、「たくさんの経験をする」と

いうことがあります。「経験に勝るものはない」と。これは

子どもに限ってのことではなく、大人にも通じることで

しょう。経験に年齢制限はなし！「やってみよう！」の精

神で私も挑戦していきます。 

「びわこきららこども園に来てよかった」そう思ってい

ただけるよう、「かがやくひとになってほしい」の願いの

もと、職員一同心を合わせてがんばります。どうぞよろし

くお願いいたします。 

 

春の遠足 

、 

４月２６日（火）  
3～５歳児 

写真掲載について 

、 

在園児 

●５月の予定 
２日（月）…全園児体操服登園開始（衣替え） 

１０日（火）…遠足（２歳児） 

１１日（水）…参観・学級懇談会（５歳児） 

１２日（木）…参観・学級懇談会（３歳児） 

 

浅田 加菜先生 

ご結婚のお知らせ 

、 

お知らせ 

年少担任の浅田加菜先生が、去る 3月 26日にご入籍

なさいました。おめでとうございます。 

姓が大下に変わりました。よろしくお願いいましたします。 

 

全体懇談会、保護者総会 

、 

４月２２日（金）   

えんだよりやホームページの写真掲載について、以前

ご提出いただきました掲示承諾書の内容に変更がござ

いましたら、事務室までご連絡くださいますようお願い

いたします。なお、ご連絡がない場合は、前年度と同様の

お取扱とさせていただきます。 

１３日（金）…参観・学級懇談会（１・２・４歳児） 

１９日（木）…内科検診（26日予備日） 

２０日（金）…避難訓練 

２５日（水）…お誕生会 



新年度にあたってのお知らせとお願い 
 

      

 

 

令和 4年度・職員紹介 
一年間よろしくお願いいたします 

理事長：熊本 マリ子 

園長：松原 寿子 副園長：長谷川 聖子 

幼児部主幹：落合 かな子 乳児部主幹：笹江 めぐみ 

乳

児

部 

ひよこ組（0歳児）・紫色 中村 敦子・横山 陽歌（新任）・市川 明香 

うさぎ組（1歳児）・黄緑色 山田 友紀子・山本 康子・相宮 美夏子（新任）・下薗 真佑 

こぐま組（2歳児）・桃色 村田 藍海・髙橋 なるみ・大釜 緑・笹江 めぐみ 

年少児 

（３歳児） 

ほ し組・橙色 落合 かな子 副担任：大下 加菜（旧姓：浅田） 

山本 静 つ き組・白色 髙橋 菫 

年中児 

（４歳児） 

おひさま組・緑色 上籔 裕美 
副担任：足立 宣子 

そよかぜ組・水色 美濃部 知也 

年長児 

（５歳児） 

に じ組・赤色 城 朱音（旧姓：吹田） 
副担任：今村 晴菜（新任） 

そ ら組・黄色 吉澤 優紀奈 

フリー・保育補助 猪飼 智里・森下 ちひろ・山本 未佳 

事 務 中熊 香澄・大山 友里（新任） 

バ ス 
≪運転手・園務・営繕≫北川 秀樹・元持 英二（新任）・高塚 博徳（新任） 

≪添乗≫田中 篤子・山本 未佳・関本 華子 

専 科 
≪音楽≫小川 美穂・足立 宣子 

≪体育≫上杉 悠菜  ≪英語≫ダニエル・ウィルソン 

給食室 
≪管理栄養士≫福田 奈津子 ≪栄養士≫清水 八重子・西中 敦子 

≪調理栄養士≫内藤 久美子・藤原 雅子・木村 やい子 

 ※クラス名の後に記載の色は、カラー帽子の色です。カラー帽子はクラス名を書き換え、ゴムが伸びていないか点検してお持たせ 

新年度になっての子どもたちの様子をぜひご覧くだ

さい。クラス懇談会では担任からの挨拶や一年間の保

育教育方針をお話させていただきます。ご多忙とは存

じますがたくさんのご参加をお待ちしております。 

○1・２歳児…５月１３日（金）１５：１０～１６：００ 

○３歳児……５月１２日（木）９：５０～１０：５０ 

○４歳児……５月１３日（金）９：５０～１０：５０ 

○５歳児……５月１１日（水）９：５０～１０：５０ 

※前半が参観で後半が学級懇談会の予定です。 

※０歳児は４月７日（木）の入園式の後に学級懇談会 

を行います。 

 ※駐車場は大萱霊園をお借りしております。マナーを 

守ってご使用ください。また、駐車場をご希望され 

る方は、別紙を提出してください。 

 

園児、ご家族が、「PCR検査を受けた」「陽性反応

が確認された」場合、早急に園までご連絡ください。 

○月～土曜日（保育時間内）…０７７－５４７－０７７４ 

○日・祝日・保育時間外…mail@biwako-kirara.ed.jp 

ご連絡いただく際には以下の内容についてお知ら 

せください。 

①なぜ受診することになったのか（発熱・濃厚接触者特 

定など） 

②症状はあるか（発熱・咳・倦怠感などの体調不良） 

③最終登園日または最終来園日 

④検査の日にち・検査結果の日にち 

⑤どこで受診するのか 

⑥家族の状況 

なお、これらの情報については、大津市とも共有す

ることとなっていますので、予めご了承ください。 

毎月１回、その月に誕生日を迎える子どもたちを祝

うお誕生日会を行います。 

お誕生日会では、誕生月の子どもたちが前に立ち、

一人ひとりインタビューを受け自己紹介をします。そし

てバースデーカードを受け取り、みんなから「おめでと

う！！」の言葉をいただきます。教職員や子どもたちか

ら出し物もあり、給食の献立もお誕生日メニューになる

ため、子どもたちの楽しみな行事です。 

祝ってもらう子どもたちが一つ大きくなった喜びを

感じ祝ってもらうことに感謝する大切さを知るととも

に、祝う子どもたちも「祝ってあげよう」という気持ちを

抱き、共に喜び合うことを学びます。 

どれほど身長が伸びたか、体重がどのくらい増えたか

を知り、自分の体の成長や発達に関心を持ち、健康の大

切さを知るため、毎月身体計測を実施しています。毎月

の記録は乳児組は連絡ノート、幼児組は出席ノートに記

入しています。お子さまと共に成長を確認してくださ

い。 

火災や地震を想定して、月に一度、非常ベルや園内放

送を用い、避難訓練を実施しています。防災への意識を

高め、いざという時に速やかに行動できる子どもの育成

を目指します。 

ご来園について            
 

≪駐車場・駐輪場≫ 

当園では、駐車場が手狭で、送迎時は大変混雑いたし

ます。長時間の駐車並びに近隣に迷惑になるような駐車

は固くご遠慮願います。なお、園前道路では徐行運転をお

願いしており、駐停車の際は方向指示器、ハザードランプ

の点灯を厳守してください。 

行事の際の自家用車での登降園については、その都度

ご案内いたしますので、ご確認ください。 

駐輪場については、正門前の駐輪場をご利用くださ

い。 

≪保護者用名札≫ 

 ご来園の際やバスの送迎時には、必ず保護者用名札の

着用をお願いいたします。保護者用名札は、卒園までご使

用いただきますので紛失なさらないようお願いします。

万が一紛失された場合は再発行いたしますが、その場合

は有料となりますのでご注意ください。 

保育時間の超過について  
 
【１号認定家庭】 

８：５０分以前に登園、また１４：１０以降のお迎えは別途

預かり保育料が時間に応じて必要になります。 

【２・３号認定家庭】 

認定時間より早くお子さまをお預けになられたり、お迎

えの時間が遅れた場合は、１回ごとに別途延長保育料を

いただきます。また、認定時間を超える日が続く場合は、

認定時間の見直しをお願いすることがありますので、ご

承知おきくだざい。 

専科活動について            
 

 体育・音楽・英語の専科講師によるレッスンを行って

います。体育は、 跳び箱・マット運動・なわとび指導、

音楽は、歌やけん盤ハーモニカ、楽器、リトミックのレ

ッスン、英語は、専門の先生による楽しいレッスンな

ど、学習指導を目的としたものではなく情操教育の一

環として、週１回を基本として実施しております。 

課外教室について（幼児部）         
 

 今年度も、課外教室を開講いたします。詳細について

は別途配布いたしますのでご覧の上、ご希望の方は、

案内のプリントに従ってお申し込みください。 

■ご利用にあたって 

１． 課外教室を受講される場合は、基本的にお迎えに 

なります。通常の降園バスは利用できません。 

２． １号認定家庭の方は、保育時間終了から課外教室 

までに時間がある場合は、一旦お迎えに来ていくだ 

くか、あるいは、預かり保育をご利用ください。 

３． 課外教室受講の際、自家用車でのお迎えについて 

は大萱霊園の駐車場への駐車をお願いします。その 

際、駐車許可証が必要ですので、各課外教室の先生 

までご請求ください。 

１～５歳児 参観日・学級懇談会について 

、 

新型コロナウイルス感染症
への対策のお願い 

お願い お誕生会（毎月実施） 

、 

身体測定（毎月実施） 

、 

避難訓練（毎月実施） 

、 

ください。幼児組は４月から進級したクラスの色で使用します。 

 


