
平成 27年 11月 30日 

保護者の皆様 

仁川学院マリアの園幼稚園 

園 長  大 水 恵 一 
 

12月 の 園 だ よ り 

 

「おそらく、私たちの家族の中に、さびしい思いをしている人、体の具合の悪い人、何か心配事

のある人がいるのではないでしょうか？私たちはそこにいますか？まずはじめに、自分たちの家

族の中の心さびしい人を見つけましょう。お年寄りは施設に入れられて、だれも訪れる人がいな

いのです。お互いにほほえみを交わす時間すらどんどんなくなってきています。一緒にいる時間

がどんどん少なくなってきています。愛は家庭から始まるのです。もしも、私たちが、自分たち

の家を愛の神殿にすることができさえすれば・・・・。」   （『マザー・テレサ日々のことば』１２月７日より） 

 

 師走の候、保護者の皆様におかれましては、ますますご健勝にてお過ごしのことと存じます。 

「その名はインマヌエルと呼ばれるであろう。」大天使ガブリエルがマリアの夫ヨセフに告げた言葉で

す。インマヌエルとは「神は我々とともにおられる」という意味です。神さまの独り子であるイエス

さまは人間と同じ姿になり、人間とともにおられるために、この世に来られました。さびしい思いを

している人、体の具合の悪い人、何か心配事のある人、苦しむ人、喜ぶ人、幸せな人、そして私たち

の家庭、私たち一人一人の中にともにおられます。ベツレヘムという小さな町で起きた出来事は、2000

年という時と場所を越えて、私たちの中に実現します。子どもたちひとり一人に、そして保護者の皆

様に素敵なクリスマスが訪れますように。ともにおられる神さまが、いつまでも私たちに祝福を贈っ

て下さいますように。 
 

記 
 

月日（曜日） 行 事 予 定 連 絡 事 項 

12月 2日（水） 12月生まれお誕生会 全園児が教会に集まり、お誕生日を迎える子どもた

ちを祝福します。おやつに必要なお皿やフォークを

忘れずに持参させてください。おやつはケーキとジ

ュースです。 

12月 4日（金） おにぎり献金日 いつものおかずを我慢し、そのおかず分のお金を献

金します。献金箱はマリア様の前に設置します。当

日にドライブスルー登園の園児は、職員と一緒に献

金しますので、出席ノートに挟んでください。 

12月 8日（火） クリスマス記念写真 

（年少組と年中組） 

雨天決行です。衣装を着ますので、厚手の物やボリ

ュームのある衣服は避けてください。かぶり物もあ

りますので、髪型にも留意してください。 

12月10日（木） クリスマス記念写真 

（年長組） 

雨天決行です。衣装を着ますので、厚手の物やボリ

ュームのある衣服は避けてください。かぶり物もあ

りますので、髪型にも留意してください。 



12月14日（月） ・クリスマス聖劇発表会

前日準備 

※9時～11時 40分まで

の保育時間となります。 

・出席ノート整理日 

※終業式までノートを

お預かりします 

各クラス、1学期の例会時にくじで決まった保護者の

方は、保育時間中にお手伝いをお願いします。お手

伝いは、10時 40分から開始します。動きやすい服装

で、保健室前に集合してください。幼稚園駐車エリ

アのご利用はできますが、台数には限りがあります

ので、事前に受付までご連絡ください。 

12月15日（火） クリスマス聖劇発表会 

（年少・年中組） 

詳細は、クリスマス聖劇発表会について（お知らせ）

のプリントをご覧ください。 

年長組（休園日）  

12月16日（水） クリスマス聖劇発表会 

（年長組） 

詳細は、クリスマス聖劇発表会について（お知らせ）

のプリントをご覧ください。 

年少組・年中組（休園日）  

12月17日（木） クリスマスお楽しみ会 

（園児のみ） 

9時～11時 40分までの保育時間となります。 

全園児で楽しい一時を過ごします。おやつ（あられ、

ジュース）をみんなで食べながら、サンタさんの来

園を心待ちにします。 

12月18日（金） ２学期 終業式 9時～11時 40分までの保育時間となります。 

園庭開放、預かり保育とも実施します。 

1月 8日（金） ３学期 始業式 9時～11時 40分までの保育時間となります。 

園庭開放、預かり保育とも実施します。 

1月 12日（火） 親子コンサート 

 

詳細は、全園児親子対象の父母の会イベントについ

て（お知らせ）のプリントをご覧ください。 

1月 13日（水） 年長おもちつき前日準

備 

各クラス、1学期の例会時にくじで決まった保護者の

方は、保育時間中にお手伝いをお願いします。お手

伝いは、10時 40分から開始します。動きやすい服装

で、保健室前に集合してください。幼稚園駐車エリ

アのご利用はできますが、台数には限りがあります

ので、事前に受付までご連絡ください。 

1月 14日（木） おもちつき（年長組） 詳細は後日プリントでお知らせします。 

1月 15日（金） 身体測定 各クラス、１学期の例会時にくじで決まった保護者の方

は、お手伝いをお願いします。9 時 05 分に保健室に集

合してください。11時 30分頃終了予定です。幼稚園

駐車エリアのご利用はできますが、台数には限りがありま

すので、事前に受付までご連絡ください。 

 

【お知らせ】 

⒈ 正門左横のヒマラヤ杉にクリスマスのイルミネーションをしています。1月 6日頃までの全

日、16時 30分から 22時まで点灯します。また、イエスさまご降誕の場面を模した馬小屋も幼

稚園に飾りますので、お子さんと一緒にご覧ください。 

⒉ 終業式までに道具類を持ち帰らせます。不足している物は補充をしていただき、３学期の始

業式に持参させてください。 

 

（裏面に続く） 



⒊ 冬季の体操の時間は、体操服でなくてもかまいません。スウェットスーツ、トレーナーなど

動きやすく、体温調節のできる物を着用させてください。ボタンやフードのある衣服は避けてく

ださい。ゼッケンは必ず着用してください。 

 

＜「おにぎり献金」とは？＞ 

 待降節（11月の園だより参照）の過ごし方の一環として、いつものおかずを我慢し、そのおかず

分のお金を献金に回して、世界中で生活に困っている子どもたちが、楽しいクリスマスを迎えられ

るように協力するものです。献金箱はマリア様の前に設置します。ドライブスルー登園の園児は、

職員と一緒に献金します。 

 

クリスマス献金について 

クリスマスの真の意義は、自分だけではなく他者のことを思い、愛すること、与えることを教えら

れたキリストの「隣人愛」を実践することです。その極みは、報いを望まず、他者への奉仕と支援を

することになります。 

 このことは、目指す子ども像として本園が掲げている「あいしあい たすけあい ゆるしあう」の

具体的な行動ともつながるものです。そこで、クリスマスの聖劇発表会に向けて、クリスマス献金を

実施させていただきます。 

献金とは、自分が持っているものを他者のために使う愛の行為の一つであり、宗教的には、神さま

から多くの恵みを与えられていることへ感謝の気持ちを表す一つの手段です。このクリスマス献金は

「私たちにもできる小さな奉仕」と位置づけ、おやつを我慢して、その分を献金とするなど、それぞ

れのご家庭に合わせたご支援をお願い申し上げます。 

なお、献金は献金袋（別紙プリント。子どもと一緒に作成してください。）に入れ、クリスマス聖劇

発表会の当日に持ってきてください。年少組の方は、子どもと一緒に各保育室のかごに入れてくださ

い。年中組と年長組の方は、保育室で集めますので子どもに持たせてください。 

 おにぎり献金と合わせて、ご家庭でも子どもにその趣旨をお話しいただき、思いやりの心をもって実施

できるようご協力をお願いします。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



冬休み中のこひつじルームについて 

１ 預かり保育の実施日と保育時間 

（１）実施日 

12月 22日（月）、26日（金）、1月 6日（火）、1月 7日（水）、の４日間 

（２）保育時間 

9時 00分～16時 00分 

（３）予約は 15日（月）から開始します。予約表にクラス名・園児名を記入してください。 

２ 預かりの定員 

  全園児を対象とし、事前の完全予約制で定員はありません。 

３ 預かり保育の費用 

  一律  1,000円（おやつがあります。また、お釣りのないようにお願いします。） 

４ 持ち物 

通園リュックに入れて、忘れ物のないようにお願いします。 

【必ず準備して持参する物】 

通園帽子、水筒、上靴、上靴いれ袋、 

お弁当・おはしセット・ナフキン・コップ・歯ブラシ（左記の持ち物は、お弁当袋に入れてく

ださい。） 

お手ふきタオル、着替え（必要な方のみ） 

５ お弁当について 

お弁当を御家庭で準備できない場合は、学院レストランに「おにぎり弁当」（２・３品のおかず

入りで１食 200円）を予約注文することができます。 

予約注文は、預かり日の「３開園日前」までに、予約表のお弁当申込欄に○印を入れてください。 

そして、預かり日当日、受付で代金をお支払いください。 

なお、メニューを確認することはできません。食物アレルギーのある園児は、御家庭で準備をお

願いします。 

６ おやつについて 

（１）毎日、午後 3時ごろから「おやつ」（小ビスケット２枚ほど）を食べさせます。おやつの時間

より早く降園する場合は、おやつを持ち帰らせます。 

（２）食物アレルギーのある園児は、利用日の 3開園日前までに、アレルギー対応のおやつの在庫

があるかどうかを確認してください。また、当日に記名したおやつを持参して、受付時に担

当教諭に預けてもらっても結構です。持参してもらった場合は、降園時に当日のおやつを保

護者にお渡しします。特に、アレルギーのある園児は、毎回、必ず申し出てください。 

７ 当日の受付について 

（１） 受付時間は 8時 45分～9時 00分です。時間厳守で登園してください。 

【受付はすみれ組前で行います。】 

（２） 外靴は、すみれ組の靴箱を使用してください。また上靴は、毎回必ず持ち帰ってください。 

（３） チケットには、必要事項をもれなく記入して提出してください。 

８ 当日のキャンセルについて 

事前の完全予約制ですから、予約した日を忘れないようにお願いします。また、急病などで当日

になってキャンセルする場合は、8時 45分までに必ず連絡をお願いします。 

 

 

 

 



９ お迎えの時間について 

（１） 16時 00分までの任意の時間に降園できます。チケットにお迎えの時間を記入してくださ

い。 

（２） 通常のこひつじルームと同じく、お迎えの方がチケットに記入されている方と変更になる

場合は、必ず連絡してください。 

（３） 16時 00分までにお迎えが終了するよう、時間厳守でお越しください。 

（４） お迎え後は園庭で遊んだりせず、速やかに降園するようお願いします。 

10 駐車場について 

教会前駐車場を利用してください。教会の事情により利用できない場合は、係の指示に従ってく

ださい。 

 

予約について  

１ 受付 

12月 15日（月）から開始し、人数を把握するため、預かり日の「3開園日前」まで予約を受け

付けます。電話による予約はできません。 

２ 受付時間 

8時 30分～9時 00分と、降園時間 15分前からチャイムが鳴るまでの時間帯に、全日程の予約表

を保健室前に出します。駐車場が混雑しますので、チャイムが鳴るまでに記入を終えてください。 

なお、冬休みに入ってからの予約は、予約表を受付前に 9時 00分～16時 00分まで置いておきま

す。 

３ 予約方法について 

（１）予約表に、「クラス」と「名前」を記入してください。 

（２）記入できるのは、自分の子どもの名前だけです。 

４ キャンセルについて 

（１）クラス名と名前のみに、１本線を引いてください。 

（２）冬休み中は、キャンセルが決まり次第、電話で連絡をしてください。 

（３）予約を入れておきながら、当日になってキャンセルすることのないようにお願いします。 

５ チケットの事前購入について 

チケットは事前購入することができます。当日スムーズに手続きができますが、払い戻しはでき

ません。使用しなかったチケットは、３学期開始後こひつじルーム受付で、通常のこひつじルー

ムのチケット（500円×２枚）に交換しますので、後日使用してください。 

※チケットの使用期限はありません。 

 

【お願い】 

１ 年長組の保護者の皆様は、卒園式の前にいろいろと準備される時期に入りますが、卒園式で

の服装は、座席間が狭いことや階段を上り下りすることを踏まえて、ボリュームのある物、

丈の長い物は避けていただき、動きやすい服装で出席させてください。特に、ドレス又は着

物、袴などは差し控えていただきますようお願いいたします。 

２ 登降園のときに車を利用する方へ 

教会前駐車場を利用する場合は、門の手前でスピードを落とし、徐行運転で入庫してください。

また、幼稚園側駐車場を利用する場合は、西門の手前でいったん左側にふくらんでから入庫する

のは危険ですので、絶対にやめてください。                                      

 


