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中新田幼稚園･なかよしこども園中新田幼稚園･なかよしこども園中新田幼稚園･なかよしこども園

　突然の新型コロナウイルスが幼稚園の一番大事な行事である卒園式を

吹き飛ばし、休園という前代未聞のことをしてくれました。

　令和２年２月27日、安倍晋三首相より、新型コロナウイルスの感染拡大

を防止するため、３月２日から春休みが明けるまで全国の小中高校・特別

支援学校を臨時休校にするよう要請がありました。

　緊急理事会においても、休園すべきかどうか、一本化するべきかどうか、喧々諤々のすえ、

各園の判断に委ねるということになりました。

　ウイルスの感染が子どもから遊びをとりあげ、預かり保育も満員という状況で、少しはウイ

ルスの感染拡大の防止につながったのでしょうか。

　今後の問題として一部に、バス代の返金、保育料の返金がささやかれています。連合会では

引き続き、関連情報の提供に努めてまいりますのでご意見をお寄せ下さい。

　最後になりますが、素晴らしい心に残る入園式ができますことをお祈りいたします。
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Ｃｌｏｓｅ      Ｕｐ　理事会

２

【平成31年度第５回宮私幼理事会】
日　　時　令和元年12月４日（水）  午後３時～
場　　所　仙台ガーデンパレス
議　　事
（１）   東北地区私立幼稚園設置者･園長研修会〈宮城大会〉について
　〇令和２年６月26日(金)　　於：仙台ガーデンパレス
　　講師･予算などについて
（２）  退職手当資金給付事業の見直しについて
（３）  旅費規程の一部改正(案)について
　〇機構の内規に倣い免許状更新講習の講師謝金を変更する
　　全日に合わせる方向
（４）  台風19号で被災した園の見舞金について
　　被害状況の報告、見舞金の支給
（５）  ８月～11月迄の各委員会等の事業報告について
　①総務･給付委員会
　　幼児教育・保育の無償化への対応アンケート集計結果
　　幼児教育・保育の無償化実施の状況や困りごとなど
　②研究委員会
　　研究テーマ、キャリアアップ、教育研究発表大会
　③経営委員会
　④広報委員会　
　⑤特別委員会　免許更新、講師謝礼について
報告事項
ア.東北地区私立幼稚園教員研修大会〈青森大会〉
　 ［10/18（金）・10/19（土）］について
　　〇ポスター発表者の旅費について　〇参加者数51名（宮城県から）
イ.11月22日(金)開催の東北地区会
　 経営研究・政策総務担当者連絡協議会の報告
ウ.12月10日(火)開催の全日本私立幼稚園ＰＴＡ全国大会時の
　 国会議員への「要望書」について
その他
 ・ 研究委員会　令和２年度ＥＣＥＱ公開保育予定園
　　　　　　　（矢本はなぶさ幼稚園）　
 ・ これからの予定について

【平成31年度第６回宮私幼理事会】
日　　時　令和２年２月18日(火)  午後２時～
場　　所　宮私幼会議室
議　　事
（１）   第２回定時総会の議長、議事録署名人及び司会者について
（２）   優秀教員表彰及び永年勤続表彰について　　　　
　〇優秀教員表彰は該当者無し
　〇永年勤続表彰者33名　〇表彰者代表
　　ふくむろ幼稚園故三浦宗格理事長・園長へ感謝状
（３）   平成31年度第2回定時総会の議案書について
　　第１号議案　平成31年度（令和元年度）一般会計収支補正
　　　　　　　　予算（案）及び退職手当資金給付事業特別会
　　　　　　　　計収支補正予算（案）について　
　　第２号議案　令和２年度事業計画（案）について
　　第３号議案　令和２年度一般会計収支予算（案）及び退職手当資金
　　　　　　　　　給付事業特別会計収支予算（案）について
　　第４号議案　宮私幼退職手当資金給付事業運営規則の
　　　　　　　　一部改正（案）について（継続審議）
報告事項
（１）    宮城県総合教育センターとの研修事業に係わる連携及び
　　協力に関する覚書について（毎年取り交わす）
その他
　令和３年度園児募集の日程等について
　例年通り、願書配布：10月１日、  願書受付：11月１日
報告事項
（イ）   東北地区設置者･園長研修会〈宮城大会〉６月26日(金)開催について
（ロ）   宮私幼教育研究発表大会　3月24日(火)の役割分担について
（ハ）   全国研究研修担当者会議　1月23日(木)～24日(金)の報告
　　資料を印刷して全園に配布、ホームページにＰＤＦで掲載
その他
 ・ 今後の予定について

平成31年度宮私幼理事会の概要（10月～３月）

【緊急宮私幼理事会】
日　　時　令和２年２月28日(金)  午後２時～
場　　所　宮私幼会議室
議　　事
（１）   新型コロナウイルス感染拡大防止のための臨時休園について
　　①幼稚園　　②認定こども園　　③保育園
　　協議の結果、各園の判断に委ねることになった
　　幼児教育無償化に伴う利用料金は休園でも支給されるこ
　　とを確認。
（２）  第２回総会及び設置者･園長研修会の開催〔３月４日(水)〕について
　　開催する。
（３）  平成31年度の宮私幼教育研究発表大会〔３月24日(火)〕について
　　中止にし、今年度の研究発表は研究紀要に誌面発表として掲載する。
（４）  ４月３日（金）の新任教員研修会の開催について　開催予定（３月19日中止決定）
（５）  その他

○関係機関団体
10/23　宮城県私学振興大会（電力ホール）
11/６　第44回宮私幼ＰＴＡ親善バレーボール大会（グランディ21）
11/14　学校安全業務推進会議（仙台ガーデンパレス）
12/10　幼稚園中堅教諭等資質向上研修（県総合教育センター）
12/12　私学審議会（県自治会館）
１/７　仙私幼教員研修大会 (仙台市民会館）
１/29　宮城県子ども虐待対策連絡協議会（県庁行政庁舎）
２/14　宮城県次世代育成支援対策地域協議会及び宮城県子ども・子育て会議（県行政庁舎）

○全日私幼連
10/18～19　第34回東北地区私立幼稚園教員研修大会〈青森大会〉
10/28～29　第35回設置者・園長全国研修大会（和歌山）
11/19　政令指定都市特別委員会研修会（東京）
11/21～22　園長・リーダー研修会（東京）
11/22　東北地区会経営研究・政策総務担当者連絡協議会（岩手）
12/９　団体長会・理事会合同会議（東京）
12/10　全日私幼ＰＴＡ連合会全国大会（東京）
１/23～24　全国研究研修担当者会議（京都）
１/28　認定こども園全国研修会（兵庫）
２/14　ＥＣＥＱコーディネーターフォローアップ研修会（大阪）
２/19　第９回後継者育成研修会（東京）
２/20　第２回東北地区会・団体長会議及び事務局長会議（岩手）

○宮私幼のあゆみ
10/９　総務･給付委員会
10/10　研究委員会
11/13～17　宮城県造形教育作品展 (県美術館)
11/14　総務･給付委員会
11/19　仙私幼研修部と研究委員会との意見交換会
12/４　理事会
12/11　研究委員会、地区研修担当者連絡会、研究発表大会分科会発表園打合会
12/13　総務･給付委員会
12/18　知事陳情打合会
１/14　知事陳情・県議会議長陳情
１/15　総務・給付委員会
１/29　研究委員会
２/４　経営委員会
２/13　総務･給付委員会
２/14　常任理事会と総務･給付委員会合同会議
２/18　理事会
２/26　常任理事会
２/28　緊急理事会、研究委員会
３/４　設置者･園長研修会、第２回定時総会（県民会館）
３/10　研究委員会
３/11　総務･給付委員会
３/26　広報委員会

○慶　弔
10/11　三浦 宗格 氏（ふくむろ幼稚園 理事長・園長）ご逝去
１/15　沼田  實 氏（しげる幼稚園 前理事長）ご逝去

事 務 局 だ よ り事 務 局 だ よ り

平成31年度  下半期（10月～３月）
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　　設置者・園長研修会
１　行政報告：講師の宮城県総務部私学・公益法人課

職員が、新型コロナウイルス感染防止対策で多忙のた

め中止となりました。

２　研修会では、「認定こども園の経営的側面からの問

題」講師　遠山幼稚園・遠山保育園　理事長　渡辺文

雄氏にお話しいただきました。

　県内で初めて幼保連携型の

認定こども園に移行しまし

た。平成27年以降は、新法発

布で会計基準や監査が変わ

り、事務が簡便になりました。

幼稚園と大きく違うのは監査

で、①教職員配置：毎月のク

ラス人数に応じて変更、②保育室面積：53㎡ / 26人

（1.98㎡ / 1人）、③安全対策年間計画の作成、④非常持出

袋の必然性（全教職員が配置場所を周知）、⑤園児健康

診断：年間２回実施、⑥月齢により未満児の学年スライ

ド、⑦定めた開所日程を遵守（園の都合で保育時間を減

らしてはいけない）、⑧要支援児を排除できない等、多

岐に亘るが、園や教職員への助成金は大きい。

　　第２回定時総会
　総会に先立ち、今年度お亡くなりになられた先生方

を偲び黙祷を捧げました。はじめに、鎌田文惠副理事

長より、新型コロナウイルス感染防止対策と保育料無

償化の書類作成が多くなり大変だが、簡便策を考え、

力を合わせてより良い方向に進めていきたいと話され

ました。続いて村

山理事長から、新

型コロナウイルス

感染防止策で、休

園60園、変形登園

60園と予想より多

いです。新情報が

次々とある状態で、

現在Ａ４で100枚位

の資料を預かって

いるので、希望者は

申し出てくださいと

の挨拶がありました。

　次に、来賓の佐々

木幸士宮私幼ＰＴＡ

会長から、市町により新型コロナウイルス感染防止対

策は違い、東日本大震災のときよりも経済的、社会的

影響は大きく国難とも言えるが、より良い取り組みが

できるように、また保護者を支えていきたいとの挨拶

をいただきました。総会議長は、太白地区すがわら幼

稚園菅原彰先生、仙南地区たんぽぽ幼稚園伊藤誠先生、

議事録署名人は、宮城野地区お人形社第二幼稚園横澤

行夫先生、名取・岩沼地区ふじ幼稚園鈴木信子先生を

選任し、議事に入りました。第１号議案平成31年度一

般会計収支補正予算（案）及び退職手当資金給付事業特

別会計収支補正予算（案）について、第２号議案令和２

年度事業計画（案）について、第３号議案令和２年度一

般会計収支予算（案）及び退職手当資金給付事業特別会

計収支予算（案）について

審議の結果、いずれも異

議なく承認されました。

出席者から、保育料無償

化が始まり、幼稚園と保

育園の負担差がなくな

り、併願や保育園入園希

望者が増える傾向があるので、今後、連合会での検討

事項として欲しいとの要望がありました。その他とし

て、令和３年度園児募集は、10月１日から入園願書配

布、11月１日以降願書受付とするとの報告がありまし

た。最後に根來興宣副理事長から、新型コロナウイル

ス感染防止対策として、短時間での総会運営にご協力

いただきありがとうございました。これからも子ども

たちのために力を合わせていきましょうとの言葉で、

総会を終了しました。   （小川せつ子）

日時：令和２年３月４日（水）　　会場：東京エレクトロンホール 宮城601会議室日時：令和２年３月４日（水）　　会場：東京エレクトロンホール 宮城601会議室日時：令和２年３月４日（水）　　会場：東京エレクトロンホール 宮城601会議室

設置者・園長研修会 / 第２回定時総会設置者・園長研修会 / 第２回定時総会設置者・園長研修会 / 第２回定時総会
平成31年度平成31年度平成31年度
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新型コロナウイルスによる各園対応アンケート
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○３/２～３/11（１園） ○３/３～３/16（１園）　○３/４～３/18（１園）

○３/６～３/19（１園）　○３/４～状況を見て（２園 ）
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❸ その他の返金

　○保育料の一部（４園） ○預かり保育料（２園） ○教材費（２園）

　○父母の会費（１園）

Ⅰ　貴園の対応状況  

・幼稚園   125園 / 138園　90％

・認定こども園  25園 /  26園　96％

・保育園    13園 /  17園　76％

　　合　計  163園 / 181園　90％  

施設別
回答率

・仙台   98園 / 107園　 91％
・気仙沼・登米 ６園 /  ７園　 85％
・大崎   11園 /  12園　 91％
・石巻   ７園 /  ９園　 77％
・塩釜   20園 /  24園　 83％
・名取・岩沼  11園 /  12園　 91％
・仙南   10園 /  10園　100％

地区別
回答率 

令和２年３月実施

【休園期間】

○２/29～４/10（１園）　○３/２～３/４（１園）　○３/２～３/10（１園）

○３/２～３/13（４園）　○３/２～３/14（１園）　○３/２～３/16（１園）

○３/２～３/17（２園）　○３/２～３/18（４園）　○３/２～３/19（９園）

○３/２～３/23（３園）　○３/２～３/24（１園）　○３/２～４/７（１園）

○３/２～４/８（２園）　○３/３～３/12（１園）　○３/３～３/13（１園）

○３/３～３/16（２園）　○３/３～３/17（１園）　○３/３～３/19（８園）

○３/３～３/23（１園）　○３/４～３/16（１園）　○３/４～３/17（１園）

○３/４～３/18（１園）　○３/４～３/19（４園）　○３/４～３/31（１園）

○３/４～４/７（２園）　○３/５～３/19（１園）　○３/９～３/12（１園）

Ⅱ　実費徴収の返金について  

❶ 通常通りの登園

10園 ３園 13園

４

❷ 自由登園（園バス送迎なし）

❸ 自由登園（園バス送迎あり）

❹ 臨時休園（預かり保育実施なし）

❺ 臨時休園（預かり保育実施あり）

※１号のみ臨時休園の園含む

仙台

気仙沼･登米

大崎

石巻

塩釜

名取･岩沼

仙南

合 計

地 区 幼稚園 認定こども園 保育園 合 計

❶ 給食費

　給食費返金をおこなう（請求しないを含む）

給食費返金をおこなわない

仙台

気仙沼･登米

大崎

石巻

塩釜

名取･岩沼

仙南

合 計

地 区 幼稚園 認定こども園 保育園 合 計

仙台

気仙沼･登米

大崎

石巻

塩釜

名取･岩沼

仙南

合 計

地 区 幼稚園 認定こども園 保育園 合 計

19園 ９園 11園 39園

３園 １園 ４園

１園 １園 ２園

６園 ６園

１園 １園 ２園

３園 １園 ４園

８園 ８園

40園 12園 13園 65園

仙台

気仙沼･登米

大崎

石巻

塩釜

名取･岩沼

仙南

合 計

地 区 幼稚園 認定こども園 保育園 合 計

仙台

気仙沼･登米

大崎

石巻

塩釜

名取･岩沼

仙南

合 計

地 区 幼稚園 認定こども園 保育園 合 計

仙台

気仙沼･登米

大崎

石巻

塩釜

名取･岩沼

仙南

合 計

地 区 幼稚園 認定こども園 保育園 合 計

仙台

気仙沼･登米

大崎

石巻

塩釜

名取･岩沼

仙南

合 計

地 区 幼稚園 認定こども園 保育園 合 計

❷ バス維持費

　 バス維持費の返金をおこなう（請求しないを含む）

仙台

気仙沼･登米

大崎

石巻

塩釜

名取･岩沼

仙南

合 計

地 区 幼稚園 認定こども園 保育園 合 計

　 バス維持費の返金をおこなわない

仙台

気仙沼･登米

大崎

石巻

塩釜

名取･岩沼

仙南

合 計

地 区 幼稚園 認定こども園 保育園 合 計
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Ⅲ　この度の感染防止についての要望等

・マスク、消毒液等の不足が不安。〈９園〉
・各園にマスクや消毒液を支給してほしい。〈７園〉

【幼稚園】
・アルコール消毒やマスクなど予防対策について自園でも備えてい
れば良かったと改めて感じたため、今後のために周知と備えを共
に行いたい。
・情報をもう少し早くお知らせ頂きたいと思いました。予防措置及
び発生時の対応等は他（小学校）からの情報で対応しました。
・幼稚園の措置について考える際に、感染した人がいる区を教えて
もらえると参考にして対応を考えられた。
・新年度の対応について宮私幼で出された方針を早めに教えて頂き
たい。（始業式・入園式などの関係上）
・本当に大変なのは「誰なのか」、「どこなのか」しっかり今回の件
で国は考えてほしい。
　幼稚園としても共通感が出せないのか？各園の事情処理では、連
合会としていいのか。
・感染予防や体調不良による欠席に対する考え方や給食費返金など
に伴う補償について。
・ホームページの活用を考えていただきたい。他園の情報は電話で
聞くしかなかったので、宮私幼としての方向性や他の加盟園の動
向などについて、情報を得るために活用できるようなシステムを望
みます。
・小学校以上は統一した対応の通知があったようですが、体力のな
い幼稚園児に対しての統一した見解が示されず大変迷いました。
・それぞれの園の実情によって対応が異なるのは承知しております
が、連合会、あるいは地区等である程度の情報統一あるいは共通
理解（共有）などができれば良かったと思います。園として対応に
だいぶ悩みました。〈２園〉
・今回の臨時休校の対応については、各園ごとの判断に委ねること
は理解しておりますが、判断に迷うところもあったため、各園との
情報を共有できればと思いました。
・地域によって状況が異なるため、地域に合わせた判断で良いと思う。
・自由登園としましたが、予防のために欠席している園児も公認欠
席として扱ってほしい。
・理事会での決定事項については、速やかに連絡（FAX）してほしい。
・国からの要請がなく、休園措置がとれなかった。幼稚園に対しても
要請があっても良かったのではと思う。
・初めてのことで、卒園式直前ということもあり対応に苦労している。
他の園の状況等、互いに確認し合えるよう情報交換していきたい。
・それぞれの園の対応が違っては感染防止には繋がらないため、速
やかに休園にして預かり保育（家庭保育できない方）を実施すれ
ば働いている方は困らず、利用人数も減ることで感染のリスクも減
るのではないかと思う。
・分からないことが多いので、宮私幼としての感染防止対策マニュ
アル等、対応の目安となるようなものがあると助かります。
・政府からの休校の要請を報道で知ったため、どのような対応をす
べきなのか困惑した。
　近隣の園と連絡を取り合い、足並みを揃えて休園の措置をとった。

　保護者への配布プリントも急を要したので、作成し配布した後に
文書見本例を頂き大変有り難かったが、少し遅く感じました。緊急
のことでしたので仕方ないと思いますが、早めに対応して頂けると
助かります。
・スクールバス代返金は大きな出費となるが、返金せざるを得な
い。バス従事者（７名）はパートタイマーなので、この給与支払い
と共にバス代返金の補てんもお願いしたい。
・卒園式の内容について、一部変更や短縮について各園の情報があ
れば教えて頂きたいです。
・各園の対応状況を知りたい。〈２園〉
・卒園式は来賓なし、園児と保護者（２名まで）と教職員で行う予定
です。
・園内、園バス内の消毒、園児の手洗いうがいを徹底しているが、家
庭での感染防止の対策が必要と感じている。
・通常保育をしながら感染防止に努めております。今後、県内や地
区内で感染者が出た場合、その対応等、情報を流していただける
と幸いです。

【認定こども園】
・対象者は幼いのに１人で家にいれないという理由だけで（仕事を
している保護者が多いという理由もある）保育園・幼稚園児は今回
の対応策の対象外というのには説得力がない。仕事の調整も難し
いだろうが、その期間だけでも時短勤務という対処（会社側）も
あったのではないかと思う。
・小中高と休校なのに対し、幼稚園はそれぞれの判断でということ
に非常に悩みました。自宅で過ごせる園児は休んでもらえるよう強
く言う権利があるのかわからず、認定こども園なので「休める方は
ご協力ください」という形での連絡しかできませんでした。
　自宅で過ごせる子は過ごすということを国として決断して頂きた
かったです。とても中途半端な対策に感じました。
・国が対象外にしたのに、休園にしたり、１号を休園にした園がある
のはどうなのか。自由登園はあってもいいと思うが、検討が必要で
はないか。
・対応は各園の判断によると思いますが、他園がどのような対応を
しているか随時お知らせをいただけると助かります。
・小学校を休校にする時点で認定こども園なども一律休園にして頂
きたかった。
・設置者・園長研修会について、研修会の講師がおいでになられな
い状況の中での研修会はいかがなものでしょうか。参加者人数か
ら言っても……。
・政府からの休校要請では、幼稚園、認定こども園、保育所は対象
外と言われていたが、幼稚園の中で休園にしている園があり、とて
も驚いている。

【保育園】
・保育園として、通常当たり前では「ありがとう」が生まれない。保
育園の職員も「当たり前」感はあるが、職員の中には「我が子」を
どうする？
・保育園なので通常通りだが、家庭保育の協力は呼びかけている。
・家庭保育が可能の家庭は登園せず、積極的に休んで頂きたい。
（産休・育休中、祖父母同居又は近くに住んでいる、平日休み 等）

５

幼稚園

臨時休園
（預かり実施）
38%

通常通り
29%

無回答
９%

臨時休園
（預かり実施なし）

４%

自由登園
（園バス送迎なし）

10%

自由登園
（園バス送迎あり）

10%

認定こども園

通常通り
46%

自由登園
（園バス送迎なし）

19%

臨時休園
（預かり実施）
19%

自由登園
（園バス送迎あり）

12%

無回答
４%

保育園

通常通り
76%

無回答
24%
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　１月14日（火）、午後３時より令和２年度予算措置に

伴い、恒例となりました村井嘉浩宮城県知事と石川光

次郎宮城県議会議長に表敬訪問し、陳情しました。前

年の「要望１　全国で下位にある私立学校運営費補助

金を、国の財源措置額まで改善するよう要望します。」

「要望２　私立幼稚園が教員の人材確保のために処遇改

善を行った場合に係る必要経費の一部を追加助成して

いただきたく、私立学校運営費補助金における特別補

助の拡充を要望します。」「要望３　私立学校特別支援

教育費補助金の拡充を要望します。（今回新たな要望）」

「要望４　夏季の気温上昇による園児の体調管理への配

慮や保育環

境の向上の

ため、私立

幼稚園に対

するエアコ

ン設置費用

の補助事業

に係る予算の確保

を要望します。」以

上４点の陳情とな

りました。

　陳情には、宮私幼

から村山理事長他

役員11名、宮私幼

ＰＴＡから佐々木幸士会長他８名、他に幼保連携型認定

こども園なとり第二幼稚園･なとり第二保育園園児、芦

名虹空君（年長）、芦名歩空君（年少）、清水勇玖君（年長）

の力強い応援がありました。

　午後３時より宮城県庁４階特別会議室で、村井知事に

和やかな中にも真剣に陳情内容を説明し、前向きなお返

事をいただきました。午後３時30分より石川県議会議

長を訪問し、要望書をお渡しし、同様に力強いお返事を

いただきました。

　いつもながら、宮私幼･宮私幼ＰＴＡならではの園児

の応援により、知事も議長も微笑んでおられました。

宮城県知事・議会議長への陳情

　今年度10月より全国共通に私立幼稚園の保育料が、

25，700円限度の無償化になりました。今後どのような

事が起こってくるのか想定しながらの対策を考えてい

かなければなりません。ほとんどの親たちにとっては、

「助かる、助かる」という言葉が聞かれるのは、この３

月までになるでしょう。令和２年度からは、保育料がゼ

ロ円と受け止める事が当たり前になるからです。それ

以上の保育料を設定している幼稚園にとっては、どん

な事が起こってくるか？保育料以外の徴収科目料金に

関しては、どんな事が判断されてくるのか？今までには

ない調査判断が、各幼稚園に必要になってくることで

しょう。その他にも、各幼稚園の独自性で制服・制帽・

教材・行事費等々比べる事が当たりまえになるでしょう。

全てが無償化になるはずもないのに、ゼロを求める社

会背景が生まれないといいのですが ??? 取り分け給食

費に関しては、保育所・保育園との違いもはっきりして

いるところです。早速各市町村に近隣の幼稚園同士で

行政・議員さんたちと検討していかないと、勝手な決め

ごとになってしまいます。教育の質の向上といわれてい

るものの、教育の均等にならないといいのですが…。

　幼稚園と保育所・保育園だけでなく、認定こども園、

そして給付型幼稚園等々いろいろな施設が存在してい

ます。親の仕事の必要性の中で選択されます。幼子たち

の育ちを考えた施設とは？現代の子ども達にとっての子

育て支援とは？就労支援ではなく、子育てできる社会環

境とは？我が子と一緒に我が家で過ごす楽しさとは？将

来のある子供たちに社会は今何をしなければを真剣に

考えていかなければ ???　最後に、無償化申請の為に提

出する書類に関しては、馴染んでいかなければならない

と思います。それにしてもなれないと面倒です。

保育料無償化になりました
総務・給付委員長　　吉　岡　弘　宗
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　この度、長年幼児教育の振興にご尽力いただきまし

た、幼保連携型認定こども園なとり幼稚園･なとり保育

園理事長･園長佐藤宏郎先生、岩切東光第二幼稚園理事

長･園長吉岡弘宗先生が宮城県知事表彰（教育文化功労）

を受賞されました。そこで、鎌田文惠・根來興宣宮私幼副

理事長が発起人となり、上記の日程と場所で祝賀会が開

催されました。

　はじめに、発起人を代表して鎌田副理事長が開会の挨

拶で「お二人とも二代目で、長年宮私幼役員をされ、さら

に幼児教育の地域貢献をされ

ました」と功績を称えられま

した。続いて村山十五理事長

より「お二人の受賞が大震災

で遅れてしまいました。これ

からも健康に留意され、私立

幼稚園の発展のためご尽力を

いただきたい」と祝辞を頂き

ました。

　認定こども園福聚幼稚園･

ふくじゅ保育園園長関澄子先

生と緑ヶ丘第二幼稚園園長三

塚薫先生より花束が贈呈され

ました。まず佐藤宏郎先生より「これまでたくさんの

方々の発起人をしてきたが、今回は私どものためにこの

ような会を開いていただき感謝いたします。また、全日

から永年勤

続表彰をい

ただきまし

たが、この

間大きな出

来事として

東日本大震

災がありま

した。新制

度、幼児教育無償化、人材

難など私立幼稚園を取り

巻く環境は厳しいです

が、何とか乗り越えてい

かなければなりません。

昔、宮私幼の理事定年制

を提案しましたが、今で

もその考えは変わりませ

ん」と受賞者のご挨拶を

いただきました。次に吉

岡弘宗先生より「幼児教

育に40年以上も続けてこ

られたのは皆さんのおか

げです。妻には幼稚園ば

かりと言われますが、今

後とも宮私幼のため精進していきたい。今後、新制度に

移行するが、仙台

市自体幼稚園のこ

とを知らなすぎ

て、施設として

サービス標記が多

く、子どもを家庭

に帰さないように

なっています」と

持論を展開されま

した。その後様々

な歓談が続いて

楽しい宴となり、

あっという間に時間が過ぎ、根

來副理事長より閉会のご挨拶を

頂きお開きとなりました。

　佐藤宏郎先生、吉岡弘宗先生、

両先生のこれからのますますの

ご活躍をお祈りいたします。

令和元年 宮城県知事表彰

日時：令和元年12月４日（水）午後５時～　会場：仙台ガーデンパレス

佐藤宏郎先生・吉岡弘宗先生 おめでとうございます
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　今回は、令和２年２月12日（水）に加美町の認定こども
園である中新田幼稚園・なかよしこども園さんを訪問い
たしました。新しい園舎と日当たりの良い園庭、子ども
達の笑顔が印象的な訪問となりました。

１．概要
　　昭和32年３月に認可された中新田幼稚園が前身です

ので63年目を迎えます。平成28年４月に学校法人慈園
学園幼保連携型認定こども
園中新田幼稚園・なかよし
こども園として生まれ変わ
りました。
　園 に は、１歳児から５歳児
まで139名の園児が在園して
います。１歳から２歳児まで

は保育を、３歳児から幼児教育を行う施設として運営
されております。

２．特色
　　仏教園ですので、ホ

－ルの中央に仏壇を設
置しており、いつも子
ども達を見守って頂い
ており園児も手を合わせている姿が見られます。

３．教育理念
　　仏教保育を基盤にともに育ちあう保育を目指し、仲

間を大切に他人に思いやりの気持ちを持ち、感謝の気
持ち、命を大切に出来る子どもの育成と一人ひとりを
大切にする保育を目指します。

４．教育・保育目標
●健康な子ども……基本的生活習慣を身につけ、遊びや

活動に喜んで参加する子

●主体性のある子ども……園生活に親しみ、きまりや約束
を守り、物事に好奇心を持ち、進んで関わろうとする子

●人に対して、思いやりの気持ちを持ち、優しく素直な子ども

●ものを大切にし、感謝の気持ちを忘れない子ども…『あ
りがとう』の言葉を大切に

５．保育時間
●午前８時 30 分～午後２時（１号認定）
●午前８時 30 分～午後６時（２号、３号認定）

６．預かり保育等
●午前７時～午前８時30分（無料）
●午後２時～午後６時まで（有料）
●午後６時～午後７時まで（有料）

７．給食
　  ( 自園の給食室で調理しています )

●月～金曜日…全園児　　
●土曜日…土曜保育を希望する
　　　　　園児のみ

８．バス送迎
　バス通園を希望する子 (3 歳以上児 ) のみ利用
　バス２台は、園児専用車です。

９．未就園児教室
●毎月２回　平日と最終土曜日専任教諭が担当
●毎回スクスクだよりの発行、参加費なし、おやつ有り、園児保

険に加入している

10．特に力を入れている保育
●保育内体育(コスモスポ－ツ)を毎週金曜日に実施しており、

３・４・５歳児は年齢に応じ
た体育指導を受けている。

●ことばの教室を実施（年長
児対象）専任教諭を講師と
して迎え、発音や舌使いの
間違っている子への指導を
年間29回実施し、就学前の
終了者も毎年10名以上出し
ている。

●幼児リトミック・英語教室
を保育の中に取り入れ保育
の幅を広げている。

●野菜の栽培活動を保育カリキユラムに取り入れ、食育活
動へとつなげている。

●園内研修として非認知能力の育ちを大切に保育を進める
取り組みをしている。（全職員で）

(髙橋　潤・鎌田俊昭)

定員140名　教職員26名
（１歳児13名、２歳児18名、３歳児37名、４歳児35名、５歳児37名）
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幼稚園訪問記幼稚園訪問記

ににとももともとと子子幼幼幼 〒981-4261　加美町字町裏 451-1

中新田幼稚園・なかよしこども園 を訪問しました !!中新田幼稚園・なかよしこども園 を訪問しました !!中新田幼稚園・なかよしこども園 を訪問しました !!中新田幼稚園・なかよしこども園 を訪問しました !!


	151-1
	151-2
	151-3
	151-4
	151-5
	151-6
	151-7
	151-8

