
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 先週の日曜日、気持ちの良い晴天の下、臨川

小学校の「ふれあい運動会」が開催されました。

幼稚園の子供たちは残念ながら一緒に参加する

ことは叶いませんでしたが、事前に各学年すべ

ての競技や応援団、リレーなどの競技を見せて

いただき、小学生の雄姿にたくさんの刺激をい

ただくことができました。 

 特に年長すみれ組は、昨年度生活を共にした

1 年生の姿に、名前を呼びながら大きな声で応

援する様子が見られました。振り返ると園生活

の中で、入園した時から園生活の仕方など様々

なことをマンツーマンで教えてくれた頼もしい

おにいさんおねえさんでした。また遠足では手

をつないで歩い

たり、日常の中

でごっこ遊びや、

ゲームを一緒に

楽しんだりした

経験を大切に積

み重ねてきた異

年齢の交流。その中でこんなにも強い絆が育ま

れてきたことに感心した場面でした。 

 今の幼稚園生活に目を向けると、9 月から自

分で名札を付け始めた年少ばら組。保護者の方

に代わって今お世話になっているのが年長すみ

れ組です。登園すると急いで自分の荷物をしま

った後、張り切ってばら組に出動！ばら組一人

一人に寄り添って名札の安全ピンの扱いが危な

くないよう、手を添えたり言葉を掛けて見守っ

たりしてくれています。「ありがとう」のばら組

の言葉に「あとで遊ぼうね！」「外すときにまた 

来るからね！」などと声を掛け、係活動へと急 

ぐすみれ組の姿のなんと頼もしいこと！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 自分がしてもらったことを今度は自分よりも 

小さいばら組に伝えたりやってあげたりする経 

験は子供たちを大きく成長させます。人に頼り 

にされ役立つ喜び

を感じることは自

己肯定感を育み、大

きな自信につなが

ります。また、「可愛

いな」「守ってあげ

なくちゃ！」と他者をいたわり愛情をもつ中で、

子供たちの心に育つのはかけがえのないもので

す。それは目に見えるものではないけれど、人

として大切にしていきたい心の育ちと考えます。 

 先日、小学校の「ふれあい動会」の振替休業日

があり、校庭・体育館は臨川幼稚園御一行様の

貸し切り状態でした。ばら組は広い校庭でかけ

っこ、鬼遊び、虫取りなど、汗をいっぱいかきな

がら楽しそうに走りまわっていました。すみれ

組は体育館でドッジボール、広い校庭では竹馬、

三角山、Ｓケン、リレー…と思いっきり体を動

かし楽しんだり挑戦したりしていました。併設

幼稚園の恵まれた環境が子供たちの健全な身体

づくりを支えてくれています。本当にありがた

いことです。遊びの後はお弁当タイム。広い校

庭の木陰を見付け、ござを広げ、年少・年長とも

に互いに呼び合って楽しそうに頬張っていまし

た。今月末には「りんせんスポーツデイ」を予定

しています。一人一人が友達の励ましに支えら

れながら頑張ってきたことや、友達と一緒に気

持ちを合わせ表現することなど、日常の積み重

ねの中での育ちを見ていただき子供たちの成長

を保護者の皆さまと共に喜び合える機会にでき

たらと考えています。 

 

https: shibuya.schoolweb.ne.jp/rinsens 

 

令和４年９月３０日 

  
園長  佐伯 孝司

目には見えないけれど…       
                     副園長 戸田 真砂子 



 

 

 

 

 

 

 

⇒園児募集について 

 令和５年度の園児募集が始まります。 

 お知り合いやご近所に来年度入園該当年齢のお子さ

んがいらしたら、下記の日程をぜひお伝えください。 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

⇒誕生会 ４日(火) 

10月生まれの友達のお祝いをします。 

 誕生児の保護者のみなさまは一緒にご参加ください。 

 
 

⇒前期終業式 保護者会 ５日（水） 

 この日で、前期が終了します。翌日より２日間は、 

秋季休業日です。 
 

＜保護者会＞ 

 9:10～9:50 ばら組 13:10～13:50 すみれ組 

 密を避け学級ごとに分散して遊戯室にて行います。 

 内容：前期のまとめと後期に向けて 

 スポーツデイの取組について 他 

 ご参加が難しい場合は事前に担任または職員まで、

メモにてお知らせください。 
 

⇒後期始業式 １１日(火) 

  この比から、後期が始まります。 
   

⇒図工体験授業 すみれ組 １２日(水) 

幼小の接続を図るオープンスクールの取組として年

長児が図工の体験授業を受けます。ばら組日程調整中 
 

 

 

⇒降園時刻変更  １９日(水) 

渋谷区教育研究会のため ご協力お願いします。 

11:40の午前保育となります。  

⇒2022りんせんスポーツデイ 29日(土) 

 ８時 40分登園 

 時間…９時開会   11時 30分終了予定 

 場所…臨川小学校校庭（雨天：体育館） 

＊ 現在の状況を鑑み、感染リスクに配慮した形での実

施をいたします。詳細は後日配布のプログラム、お

知らせにてご確認ください。 

＊  

＊衣替えです。今月から園帽子着用となります。少し肌

寒くなってきましたが、厚着になりすぎないようにし

ましょう。運動して暑くなったら、上着で調節できるよ

うにするといいですね。 
 

 

 

１０月の予定 降園時刻 

１ 土 都民の日  

２ 日   

３ 月 安全指導 鶴岡先生運動遊び☆ 14:00 

４ 火 誕生会         ☆ 14:00 

５ 水 前期終業式  保護者会 14:00 

６ 木 秋季休業日始  

７ 金 秋季休業日終    

８ 土   

９ 日   

10 月 スポーツの日  

11 火 後期始業式       ☆ 14:00 

12 水 図工体験授業（すみれ組） 14:00 

13 木 
歯科健診 たんぽぽサークル 

入園説明会 
14:00 

14 金 避難訓練         ☆ 14:00 

15 土   

16 日   

17 月             ☆ 14:00 

18 火             ☆ 14:00 

19 水 渋谷区教育研究会 11:40 

20 木 たんぽぽサークル    ☆ 14:00 

21 金             ☆         14:00 

22 土   

23 日   

24 月             ☆ 14:00 

25 火             ☆ 14:00 

26 水  14:00 

27 木             ☆ 14:00 

28 金 前日準備 14:00 

29 土 2022りんせんスポーツデイ 11:30 

30 日   

31 月 振替休業日  

＜おたんじょうびおめでとう＞ 

 

今月のお誕生日は 7人です。 

≪１１月の主な予定≫ 
１日 安全指導             3 日 文化の日    

４日 井の頭公園遠足       8 日 避難訓練 

9日 渋谷区教育研究会 ばら組11:40降園 すみれ組14:00降園    

１０日 芋ほり園遠足     １５日 入園時健康診断      

１７日 たんぽぽサークル   ２３日 勤労感謝の日         

２４日 たんぽぽサークル   ２５日 臨川フェスティバル見学  

２８日 誕生会   

入園申込書配布： ９月 ２６日(月)～ 

入園説明会  ：１０月 １３日(木)  
＊受 付  １３:１０～１３:２５ 場所…玄関 
＊説明会  １３:３０～１４:００ 場所…体育館・園内見学 

＊見学ツアー１４:１０～１４:３０ 場所…園舎・園庭 

入園申込受付 ：１０月２０日(木)１０月２１日(金) 

        両日とも 13:30～15:00 

 

        

※行事欄右側に☆印がある日は、園庭開放予定日です。学年ごとに分

散し、時間を短縮して行います。変更がある場合は、その都度お知

らせします。  

   ば ら組 ： （火）（金） 14 時から 15 時 

すみれ組： （月）（木） 14 時から 15 時 

ルールを守って遊び、使った物や場は、きれいに片付けましょう。 

利用者カードに必要事項を記入の上、感染対策を講じながらお子

さんの遊びを見守ってください。また、園庭開放中のトイレは、体

育館下のトイレを保護者の方の付き添いのもとご利用ください。 

 


