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      干し柿に 甘くなれよと 声をかけ   廣瀬 将也 

 

今年は例年になく秋らしい日が多かったように思います。近年は１０月中暑くて、一気に寒さが来て冬

支度を急かされるのですが。お蔭で久しぶりに秋日を味わいました。冒頭の句は小学校の６年生が作った

俳句です。秋日の中、田園地帯を中心に、右に左に「柿すだれ」を見受けます。ご承知のように「干し柿」

は、生食ではとても食べられない渋柿です。特に、生食で人気のある甘い柿よりも糖度の高い渋柿です。

皮を剥いてさらに天日にさらすことにより、渋みがきれいにぬけ、驚くほどの甘味になります。渋柿を、

手間をかけて食べるのは日本や中国などの国だけです。 

やがて色も黒ずみ皺が深く入り完成です。むろん柿の種類により仕上がりもさまざまですが、何もしな

ければ渋いまま。手間をかけ、じっくり育てることで甘みが増す。まるで子育てと同じように感じます。

生まれたままの DNA だけでは人間社会に溶け込む糖度が表面化しません。寒風にさらされ、日に当てられ、

時間をかけて熟するのを待つ。そこで待てないと糖度が上がらない。他の動物と違って、手間を掛け、し

つけや教育をしっかり施すことで、人間らしく社会人らしく育ちます。天性の才能や引き継いだ DNA だけ

では、バランスの取れた社会人には程遠いでしょう。加えて、才能を伸ばすには特化した訓練も必要です。

語学・芸術・芸事の分野は早期からの取り組みが効果大ですが、どのような師につき、どのような訓練を

するかで伸びもあれば潰すことにもなりかねません。習い事を早くからお考えの保護者の方は十分な見極

めが肝要となります。 

語学・芸術・芸事の分野以外の、学習分野は早ければよい、という訳ではありません。本人の素質以外

の環境や取り組み方、特に初期の取り組み方が問題で、興味関心を高め好奇心を発露するような仕掛けや

出会いにもよります。先日、「園長先生とゆかいなお茶会」で「読書好きの子どもに育てたい」をテーマと

して行いましたが、「親がためになると思うからこれを買って読ませる」とか「学習力につながるから」と

かの動機では読書好きにはなりません。こどもの興味や好奇心の焦点と一致した時、初めて能動的な読書

が始まるのです。干し柿のようにじっくりと取り組んでみてください。 
 

［今月の歌］ 落日の やはき光に映ゆる柿 昏るるも楽し 里の秋かな 

●学年目標● 

１歳児 
①簡単な身の回りのことを自分でしようとする気持ちを育む。 

②友達に関心を持ち、好きな遊びを一緒に楽しもうとする。 

２歳児 
①ごっご遊びなどを通して、友達や保育者と関わって遊ぶ。 

②伸び伸びと身体を動かしながら表現遊びを楽しむ。 

年少児 
①友達と言葉で気持ちを伝えあい、相手の思いに気付こうとする。 

②イメージを膨らませ、音楽に合わせて表現する楽しさを味わう。 

③秋の自然に触れながら、興味・関心を広げる。（雲・紅葉・木の実など） 

年中児 

①友達の思いに気づき、受け止めながら一緒に活動する楽しさを知る。 

②劇遊びを通してイメージを膨らませながら役になりきるとともに、言葉で伝えること 

や表現することの楽しさを味わう。 

③ 秋から冬への移り変わりに気づき、自然（紅葉・風）に興味を持つ。 

年長児 

①共通の目標に向かって取り組み、一つのものを作り上げる達成感を味わう。 

②友達と気持ちを合わせて表現する心地良さを味わい、楽しむ。 

③秋から冬への季節の移り変わりに気づき、自然への興味や関心を高めながら遊びに取

り入れる工夫をする。  



●お知らせ● 

★１１月２日（月）は入園面接です。※１号認定児は休園です。（２号認定児：弁当）（３号認定児：給食） 

  該当する弟妹さんは、指定された時間の１０分前にはくま組にて受付をしてください。登降園の方法（バス

利用者はバス停の確認）を確認します。また、給食のアレルギー対応食を希望の方は書類をお渡しします。

なお、合否の通知は１１月５日（木）に届きます。６日（金）９時～１５時に手続きをお願いします。 

★進級児(現 1・2 歳児、年少、年中)の 1・２・３号認定申請書提出について（来年度認定用） 

本日、２・３号の方は来年度の認定申請書を持ち帰っています。1号の方（来年度から１号になる方含む）

は後日持ち帰ります。認定・在籍により提出先や提出締め切りが異なります。詳細は別紙にてご確認くだ

さい。 

※宗像市以外の方は後日持ち帰ります。※通園バックは翌日必ず持たせてください。 

  ※先日の認定変更調査で認定変更を希望した方  

１号認定から２号認定へ変更希望の方は、来年度の２号認定の定員数の状況確認を宗像市役所へ確認後、

宗像市へ申請を行ってください。よって変更希望の方には本日申請書類は持ち帰っておりません。 

★２０２１年度の新しいバスコースについて（現在年中・年少および、あひる組で１号認定希望の方） 

来年度バスコースの検討を始めています。近々お引越しの予定がある方や仕事の関係等で現在とは違うバ

ス停をお考えの方は１１月末までにお知らせください。その後も随時早めにご連絡ください。 

★制服料金が１１月より変更になります。 

  お知らせしていました通り、制服の改良に伴い料金が変更になります。※赤白帽子はたれ付き帽子のみの販

売になります。（たれが必要ない赤白帽子をご希望の方はお問合せください） 

★火災訓練（避難訓練）について 

  １１月の火災訓練（避難訓練）を、６日（金）に実施します。  

  当日は、消防車・救急車が園庭に入り、車内の見学や消防署の方のお話を聞きます！ 

★勤労感謝 Weekについて 

日頃お世話になっている方【園医さん・消防署・観劇会で公演予定の劇団】へ感謝の気持ちを込めて、年

長の子どもたちが手作りのプレゼント（季節のカレンダー）を贈ります。 

★生活発表会について（幼稚園ホール） 

先日のお手紙でお知らせしました通り、平日の４日間に分けて発表会を行います。ステージで演じる子ど

も達のかわいらしい笑顔にご期待ください。後日、詳細と衣装準備の手紙を配付しますのでご協力よろし

くお願いします。尚、今年度はプログラムはありません。１１月クラスだよりにて演目紹介や練習の様子

など詳しくお知らせしますのでお楽しみに。 

<内容> 

   ひよこ・あひるぐみは日頃から楽しんでいる「身体表現や手遊び」を、年少ぐみは「ダンス」、年中ぐみ

は「劇」、年長ぐみは「ショータイム」を披露します。※「生活発表会」での、合同合奏は実施しません。 

   ◎リハーサルについて 

    ①２５日（水）：１２月１日（火）・２日（水）上演クラス  

   ②２７日（金）：１２月３日（木）・４日（金）上演クラス 

★１２月予定について 

  〇個人面談を実施します。１２月８日（火）・９日（水）・１１日（金）・１８日（金） 

   ・幼稚園にて感染対策（マスク、消毒、パーテーション等）を行い全員対象に実施します。 

１２月８日・９日・１８日は１３時降園、１１日は１１時降園です。 

   ・都合が悪い日がありましたら、１１月２４日～２７日の間に担任まで連絡帳にてお知らせください。 

    日程が決まってからの変更は支障をきたしますのでよろしくお願いします。※ひよこ組はありません。 

★服装についての再確認 （冬場の対応・名前の記入について） 

入園時・進級時にお渡ししております「２０２０年度園生活について」を再度ご確認ください。 

・上着：園指定のトレーナーおよびジャンパーを着用ください。その他カーディガンやセーター等の私服

は禁止です。（ひよこ組・あひる組のみ園指定外のジャンパー可） 

・上靴：白の布製の靴(紐なし)※上靴のゴム部分も白(キャラクター･柄･模様は禁止)です。 

・靴下：紺色・白色（模様がある場合、ワンポイント程度のもの） 

※冬場においては、体調が悪い時や、寒さが厳しい時はスパッツ・タイツ(肌色･白･黒･紺･灰色で無地また

はワンポイント程度のもの、柄物や無地でもズボンのようにたるみのあるもの禁止)を認めています。ス

ウェットやジャージ類の着用は不可です。ご協力ください。また、帽子のほころびは縫って、あごひも

の黒ゴムは顔のサイズに合わせた長さでお願いします。 

※持ち物の名前記入を確認してください。特にスパッツ、タイツ（冬はおもらしが増えます）、ポロシャツ・

体操服などの裾にははっきりと記名してください。又、譲り受けたものは名前を書き替えてください。

紛失した場合、無記名等の持ち物は探して見つけることが困難です。 

 



●１１月行事予定● 

日 曜 行 事 １・２歳児 年少児 年中児 年長児 

1 日      

２ 月 
入園面接 

※１号認定休園 
 ※１号認定休園 ※１号認定休園 ※１号認定休園 

３ 火 文化の日      

４ 水 にこパン 生活発表会に向けて 生活発表会に向けて（月内） 生活発表会に向けて 生活発表会に向けて（月内） 

５ 木 にこパン  
絵画制作「きのこ」 

１３日まで   

６ 金 火災訓練（消火訓練） 火災訓練（消火訓練） 火災訓練（消火訓練） 火災訓練（消火訓練） 火災訓練（消火訓練） 

７ 土 ◎土曜日保育利用      

８ 日       

９ 月 誕生会 ★弁当日 誕生会 ★弁当日 誕生会★弁当日 誕生会 ★弁当日 誕生会 ★弁当日 

10 火 
年少「みかん狩り」 

にこパン 
１歳児制作「きのこ」 

「みかん狩り」 

※親子降園 
  

11 水 にこパン ２歳児制作「みのむし」    

12 木 にこパン      

13 金 子育て健康相談 
園長先生とゆかいなお茶会 

     

14 土 ◎土曜日保育利用      

15 日       

16 月 年少親子遠足予備日  
「みかん狩り」 

予備日★弁当日 
 卒業制作開始（月内） 

17 火 にこパン      

18 水 
尿検査容器配付 

にこパン 

クリスマスバック制作

（月内） 
    

19 木 にこパン  
クリスマスバック制作

（月内） 

クリスマスバック制作

（月内） 
 

20 金 尿検査回収 身体測定    

21 土 ◎土曜日保育利用     

22 日      

23 月 勤労感謝の日       

24 火 にこパン       

25 水 生活発表会リハーサル① 生活発表会リハーサル 生活発表会リハーサル① 生活発表会リハーサル① 生活発表会リハーサル① 

26 木      

27 金 
生活発表会リハーサル②

★弁当日 
★弁当日 

発表会リハーサル② 

★弁当日 

発表会リハーサル② 

★弁当日 

生活発表会リハーサル② 

★弁当日 

28 土 ◎土曜日保育利用     

29 日      

30 月 生活発表会準備      

●１２月の行事予定● 

１日（火）～４日（金）生活発表会（学年分散開催）※平常保育 

７日（月）誕生会・園長先生とゆかいなお茶会・避難訓練・子育て健康相談 

８日（火）９日（水）１８日（金）個人面談（１３時降園）  １１日（金）個人面談（短縮保育） 

１４日（月）クリスマス会                  １５日（火）～縦割り WEEK 

２１日（月）終業式                   

 ２９日（火）～１月５日（火）学園休暇協力日 



●お知らせ・お願い● 

全 

体 

◆ハッピ着用について【年少・年長組：９日（月）～１３日（金）】まで着用ください。 

秋季火災予防運動９日（月）～１５日（日）に伴い、子ども達の意識を高めるために防火ハッピを着

用します。今回は年少・年長児です。年中児においては、３学期の着用となります。宜しくお願いし

ます。期間中、毎日、制服の上から「ハッピ」を着用し、登降園をお願いします。その際バス札は、

持ち主がわかるように、「ハッピ」の左袖に付けて頂くようにお願いします。「ハッピ」は６日（金）

に持ち帰ります。 

※期間終了後は洗濯・アイロンを掛け、背中の「防火」の文字が見えるように畳んで１６日（月）に 

持たせてください。その際、小さなほころびなどがあった場合には縫っていただけると助かります。 

◆七五三のぬりえについて 

宮地嶽神社より「ぬりえコンクールのはがき」を頂き、全園児本日持ち帰っています。コンクールに 

参加される方は表の太枠内に必要事項を記入し、裏の塗り絵を仕上げて１０日（火）１０時迄に園に 

提出してください。（締め切り以降の受付はできません）園より取りまとめて宮地嶽神社へお渡しし 

ます。 

★お迎え・サッカー終了後の園庭使用禁止です。 

 引き続き園庭の使用はできません。速やかな降園にご協力ください。また駐車場でのお話が長くなり、

お子様が危険になる場合がみられます。駐車場での安全走行、または使用をお願いします。 

★翼の会カード携帯の習慣化にご協力ください！ 

 幼稚園への朝・帰りの送迎、バスコースの方はバス停での送迎、および行事等での来園の際は、必ず

『翼の会カード』の提示をお願いします。 

 ・帰りバス停でのカード忘れの場合はお子様をお渡しできません。（確認作業を行います） 

 ・園へ送り、迎えの場合は、必ず IC カードにて保護者タッチ登録とお子様のタッチ登録を忘れずに

お願いします。（園内にお子様、保護者がいるかの確認、記録に必ず必要です。） 

１
・
２
歳
児 

◆１１月１０日（火）までに名前を書いて持たせてください 

 箱ティッシュとウェットティッシュを回収する月です。ご協力よろしくお願いします。 

◆トレーナー・ジャンバー着用について 

 あひる組は園指定のトレーナーを着用してください。ひよこ組は私服です。ジャンバーは１・２歳児

共にお手持ちの物で構いませんが、安全上「フード」なしでお子さんが脱ぎ着がしやすく動きやすい

物の着用をお願いします。カーディガン・セーターは不可です。 

◆上靴について 

 ひよこ組は生活発表会に上靴を履きます。リハーサルから履きますので記名をして１６日（月）まで

に持たせてください。上靴は自分で履きやすいものをお選びください。 

 生活発表会以降も履きますので、上靴袋の準備もお願いします。 

年
少
児 

◆親子遠足「みかん狩り」について 

 １０日（火）（予備日１６日（月））に親子で「太陽園」にてみかん狩りを行います。感染症対策の為、

昼食は食べず親子降園です。１０日実施の場合→１６日は通常保育・弁当日・体操服登園 

１６日実施の場合→１０日は通常保育・弁当日・体操服登園です。 延期等の連絡は当日朝７時３０

分に「れんらくアプリ」でお知らせします。詳細は先日配付のお手紙でご確認ください。 

年
中
児 

◆クリスマスバック制作について 

 クリスマスに向けて、手作りの 

クリスマスバックを作ります。 

制作にあたり、牛乳パックを下記 

のように組み立て、１３日（金） 

に持たせてください。 

年
長
児 

◆卒業証書等 作成に向けて 

 １２月上旬に「卒業証書作成用」の手紙を配付します。卒業証書・卒業のしおり・卒業アルバム・卒

業後の確認等で使用します。正確な漢字・出生届に使われている氏名・生年月日・その他確認事項（進

学先等）を記入して頂きます。事前に確認（とめ・はね・はらい・上下線の長短、等）していただき、

期日厳守で提出をお願いします。 

 

 

①牛乳パックを横にして、 

 一面（斜線部）のみ 

 切り取る。 

②完成図を参考に、１３．５㎝ 

 のところで切り取る。 

 ※ただし、①で切り取った面

の向かい側は１７㎝残す。 

③完成図★ 

 １７㎝の面（底側） 

 にクラスと名前を 

 記入してください。 


