
７月連絡事項     (白幡幼稚園 ３０.６.２９) 

しらはたシーパラダイス 

 5 月の末に年長さんは八景島シーパラダイスに遠足に行ってきました。行く前

から八景島にいる生き物を、子どもたちが図鑑で調べたり、絵本を通して水族館

を作ったりと、気持ちも盛り上がって遠足に行きました。その気持ちがずっと続

き、右のポスターのような活動や廃材を使っての水族館ごっこが行われました。

この間ご来園いただいた保護者の皆様も水族館のようなオブジェやポスターがい

たるところにあるのにお気づき頂いたかと思います。詳細は後日配布する「白幡

便り」をご覧ください。新教育要領の中で、自発的に周りのお友達と話し合い協

力しながら、自然動物生命にも興味を持ち、探求し続ける気持ちを大切にする保

育を、まさに子どもたちと先生とで作り上げた 1 カ月でした。 

連休前に種まきをした年長さんの朝顔の中で、今年一番最初に咲いたお花です。夏

が待ち切れずにもう咲いてしまいましたが、鮮やかな紫色で毎日の水やりのお蔭です。

6 月は田植えも行いました。最初は弱々しくて大丈夫かなと思いましたが、何とか力

強い緑色でゆっくりですが確実に生長をしています。白幡の畑の野菜たちも日々生長

していて、キュウリを 1 本収穫しました。黄色い花がたくさん咲いていて、まだまだ

たくさん収穫が見込めます。ツルも伸びて相当背が高くなっています。子どもたちの

身長の倍にはなっていそうです。トウモロコシも先端の穂がのびて開いたので、揺ら

したところ細かな花粉が落ちてきました。多分、これで実がなりそうです。みんなが

お世話をしたり、通るたびに皆さんが注目してくれるので、野菜たちも毎日「見て見

て！」とばかりに成長を続けています。人間と植物は同じではありませんが、やはり

多くの大人の愛情豊かな笑顔と眼差しで見つめられると、元気が出てきて生きる力がわいてくるのでしょう。参観日の

保護者の皆様とお子さんの活動を拝見していると、まさに愛情たっぷりに子育てをしてらっしゃるのがわかります。 

さて、「森友学園問題」は遠い関西の出来事で私には関係ないと思っていましたが、6 月 21 日に幼稚園始まって以来

の出来事を経験しました。それは、国の会計検査院と神奈川県庁の会計実地検査というものです。幼稚園は文部科学省

や神奈川県、横浜市を通して、保育に必要な人件費や運営費を補助金という形でいただいています。当然これは国民が

納める税金がもとになりますので、間違った使い方をしていないか、不正な請求はしていないかと言われるのは当然で

あり、当園のような小さな学校法人でも大学学校法人と同じように運営することを求められ、公認会計士の監査も毎年

受けてきました。ところが森友学園はいくつかの補助金をもらうために書類を偽造したり、不正請求をしたりというこ

とで、これが明るみになったので他の幼稚園はどうなんだろうということで、

各都道府県を回っているそうです。 

今回神奈川県の幼稚園約 600 園の中で 16 園が選ばれ、白幡幼稚園がたまた

ま対象になってしまいました。段ボール箱 5 箱分の書類（会計や保育内容な

ど）を数週間かけて用意していましたが、結果は特に不備、指摘事項もなく無

事検査が終わりました。日頃の積み重ねが大切ということをあらためて感じ

た次第です。 

政府が検討を進めている幼児教育・保育の無償化が、2019年10月の消費税

のUPと共に、いよいよ始まりそうだと、新聞各社が一斉に記事を掲載しまし

た。保護者の皆様も大きな期待を寄せていらっしゃることと思います。今回の無償化は、3～5歳の幼稚園・保育園・

認定こども園に通うお子さんの、通常の保育時間内の無償化と、0～2歳については住民税非課税世帯を無償化する方

向で動いているようです。 

「ところで無償化というのはどこまででしょうか？」保護者の皆さんの中には、幼稚園に通う際に支払っている全

ての金額・費用がかからない、0円になるとお考えになる方もいらっしゃるかもしれませんが、国の言う無償化は保育

料の全国平均の金額が無償になるということを意味しています。従って、全国平均よりも横浜市の平均保育料は高く

なっていますので、保育料全額が無償にならない方も出てきます。白幡幼稚園においては、新制度に移行しています

ので幼稚園の教育対象時間について、上限25,200円／月までの保育料については無償となりそうです。また、横浜型

の預かり保育も保育要件が満たされていれば、無償になりそうです。しかし、通園バ

ス代、給食費、遠足や行事などの費用は無償化の対象外ですし、施設の維持や整備に

かかる費用も対象外となります。 

運用の詳細はまだ決まっていませんし、消費税のUPが前提ですので、消費税が中止

になれば無償化も中止になる可能性は大きいでしょう。このように、無償化になり国

民の税金から教育費が出ることになれば今まで以上に様々な書類を残していく必要が

出てきますし、今回のような会計検査の頻度も高まるでしょう。事務書類の提出等で

保護者の皆様のご協力をいただくことも多くなると思います。引き続きご理解ご協力

いただきますようよろしくお願い申し上げます。                 園長 木元茂 



 

【事故のご報告】  
去る 6月 17日（日）参観日当日の朝の自由遊びの時間帯に、園庭総合遊具向かって左側の黄色い滑り台（高さ約 1.7m）

から園児（年中男児）が転落する事故が発生しました。救急車で病院に搬送されましたが、大事には至らず 2 時間ほど

で帰宅することができました。片足の膝を折り曲げた状態で滑りはじめ、その膝を伸ばそうとした拍子に転落したよう

で、このような事故はこの総合遊具で初めて発生しました。速やかにメーカーとも協議をして、転落防止の柵を設置す

るよう依頼をいたしました。また、地面にマットをひいたり、遊び時間における職員の配置も再度検討するようにして、

再発防止に努めてまいります。ご心配をおかけして申し訳ありませんでした。 

 

＜サマー保育について＞ 

＊7月 11 日、12日、13日、17 日、18 日、19 日は夏の特別カリキュラムのサマー保育です。 

内容については後日お知らせします。 

＜かもめ組及びかんたんメール ver2 について＞ 

＊７月２日（月）笹取り、１７日（火）職員研修、２０日（金）夕涼み会、９月５日（水）災害時引取り訓練のため月

極めのみです。６月３０日（土）お泊まり会明け、７月２１日（土）ホームカミングデーの為かもめ組はありません。 

 7 月 23 日（月）から 8 月 29 日（水）までの夏休み期間中は、別紙の申込書の提出をお願いします。詳細は、6 月

１９日に配布したお手紙をご覧ください。2 学期は、8 月３０日（木）より、かんたんメール ver2 からメールによる

かもめ利用受付開始となります。欠席やお迎えのご連絡は、かんたんメール ver2 説明書の「①欠席と朝バス連絡」及

び「②帰りコース９時」にてメールで送信していただきますようよろしくお願いします。こちらを元に帰りコースを作

成していますので、「➂帰りコース 13 時」は、急遽お迎えに変更した方のみご利用でください。 

課外教室をご利用で、帰りのバスに乗らない場合も忘れずにその都度メールの送信をお願いいたします。            

＜９月 5 日(水)災害時防災訓練について＞ 

＊当園では、火災・地震等による災害から園児の生命を守るため、日頃より避難訓練を実施しております。つきましては、９月５日(水)

に「大型地震の発生」を想定し、園児を安全に降園させるための引き取り(保護者またはその代理人の方がご来園されて、園児をお引

き取りいただく)訓練を実施いたします。引き取り時間は 11 時半です。帰りのバスは運行いたしません。かもめ組の方も引き取り訓

練にご参加いただきますようお願いします。やむを得ない場合は月極めの方のみお預かりいたします。お仕事等、ご都合がおありかと

思いますが、ご理解ご協力をお願いいたします。 

＜その他＞ 

＊防災頭巾･作業スモック･体操着･歯ブラシセット･紅白帽子・うわばき(年長は、縄跳び･メロディオン)は学期末ですので、随時、持

ち帰ります。 

＊月謝は８月分もご納入いただくことになっております。残不足にならぬようよろしくお願いいたします/尚、７月は２０日で終了で

すので、７月分も残不足にならぬようご協力ください。 

＊サイズが合わない等で不要になった上履きがございましたら園に寄付して頂けると助かります。（１７cm 以上）よろしくお願いい

たします。 

＊砂場でお水を使用しています。子ども達はカップにお水を入れたり、試行錯誤してお団子を作ったりと楽しんでいます。服や靴が汚

れて帰る日もあるかと思いますが、ご理解よろしくお願いいたします。 

＊幼稚園の傘立てに長期間置いてある傘は、月末と長期間のお休みの前に整理させていただきます。 

尚、諸般の事情で臨時週末に整理することもありますのでよろしくお願いいたします。           

＊７月３日に笹を希望した方は持ち帰ります。お休みの場合はお友達に頼んで頂くか、直接園まで取りに来て頂くようになりますので

ご理解、ご協力の程よろしくお願いいたします。（日にちが経つと、葉が萎えてしまいます。）またその旨を担任までお知らせください。

お迎えの方は必ず職員に声を掛けてお持ち帰りください。                     【裏へ続く】  



＜服装について＞ 

T シャツ、靴下は基本白となっておりますのでご理解の程よろしくお願いします。 

＜職業体験について＞ 

７月９日（月）神奈川学園高等学校から１名職業体験で来ます。 

＜プールカードについて＞ 

６月２５日（月）に全園児に配布しました。７月２日から水遊び･水泳指導が始まります、忘れずにお持ちください。 

 

＜７月給食＞ 

2 日 6 日 9 日 13 日 

白いご飯 

ふりかけ 

大豆ナゲット 

カニ風味サラダ 

野菜炒め 

フルーツ 

＜七夕＞ 

チキンライス 

星型コロッケ 

春雨サラダ 

野菜炒め 

ブロッコリー/金平糖 

ぶどうパン 

ポークケチャップ 

コーンコロッケ 

パプリカソテー 

ブロッコリー 

ピルクル 

のりべん 

鶏の唐揚げ 

シューマイ 

野菜炒め 

枝豆 

フルーツ 
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《年長さんへ》 

◎夕涼み会についての詳細は追ってお知らせします。 

◎鍵盤ハーモニカ（メロディオン）は、夏休み中に練習して頂くため、学期末に楽譜と一緒に持ち帰ります。（貸し出し

の物も）ジャバラのパイプは唾液がたまりやすいので、使用後は水を通し、よく切って乾燥してからケースに収納する

など、清潔に保管してください。園でも水洗いして干していました。楽譜はお家で保管しておいてください。２学期は

９月３日(金)までに忘れずにお持たせください。 

◎イオンの父の日の絵を幼稚園に提出した方は絵と参加賞を２８日（木）に持ち帰りました。 

イオンに直接ご提出された方でもらってない方はイオンにお問い合わせください。 

お問い合わせ先  イオン東神奈川店 ０４５－４３４－２１２１ 

 

 

 

 

 

 

 

 


