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はなぶさ幼稚園

巻 頭 言
鎌 田 文 惠

理事長

２学期が始まり、この時期各園共に運動会、遠足やお遊戯会など大きな行事が
目白押しとなります。しかし、このままコロナ禍が続けば、感染拡大防止のために
それぞれの園が、創意工夫しながら規模を縮小したりして開催することになるのではないでしょうか。
会員皆様のご心配な全日私幼連の使途不明金につきましては、肝心要のその理由が判然としませ
ん。今は司法に委ねられておりますので、一日も早く解明されることを願っております。
宮私幼は現在、私立幼稚園のみではなく、認定こども園、保育園も加入する団体となっており、
子どもたちの幸せを願うという大きな共通目的のために、今後のあり方について若い先生方を中心
とした特別委員会Ⅱ＜組織検討会＞を作り、様々な提言を受けているところです。
最近の大きな動きとして、宮私幼の研修会を仙私幼と一部合同で開催することにしました。経費
節減と講師の先生方の効率化などメリットが大きいと考えております。
ここしばらく、幼稚園教諭・保育士の人材難が深刻ですが、養成校のご協力を得ながら、宮私幼
としましても対応を検討しております。
今後とも、皆様のご意見とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

一般社団法人

宮城県私立幼稚園連合会

〒980-0803 仙台市青葉区国分町３丁目６-12 佐正第二ビル６Ｆ

編集・発行人

鎌田文惠
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ＣｌｏｓｅＵｐ 理事会

事務局だより

令和３年度宮私幼理事会の概要（４月〜９月）
【令和３年度第１回理事会】
日
場

時 令和３年４月８日（木）午後２時〜
所 宮私幼会議室
議事の前に、村山十五顧問より、全日私幼連の使途不明金問題について
報告があった。
議 事
（1）ふたば幼稚園から提出された退会届（令和３年３月31日退会）
［承認］
（2）みどりご園の入会申し込みについて［承認］
（3）
全日私幼連の会費支払いと宮私幼の会費について
（4）６月25日(金)開催の令和３年度（第28回）全日本私立幼稚園連合会東北
地区私立幼稚園設置者・園長研修会〈宮城大会〉の進捗状況について（仙
台ガーデンパレス＆リモート）
①案内の最終確認 話題提供
②実行委員会
③リハーサル 仙台ガーデンパレス鳳凰の間 ５月24日(月)15：00〜
④要項の作成 委員会での役割を分担
報告事項
ア．４月22日（木）開催 特別委員会Ⅱ（組織検討会）の委員（メンバー）につ
いて
イ．施設関係者評価加算拡充に伴うＥＣＥＱ実施園からの管理費の徴収に
ついて
その他
ａ．令和３年度の地区長及び地区会事務局の確認

【令和３年度第２回理事会】
日 時 令和３年５月13日（木）午後２時〜
場 所 宮私幼会議室
議 事
（1）くりの木保育園の入会及び退職手当資金給付事業への加入申し込み
について
［承認］
（2）令和３年度第１回定時総会の議案について
第１号議案 令和２年度事業報告について
第２号議案 令和２年度一般会計・退職手当資金給付事業特別会計決算報告
並びに監査報告について
（3）第１回定時総会の議長、議事録署名人及び司会者について
（4）(公財)全日本私立幼稚園幼児教育研究機構からの報告について
（5）令和３年度東北地区設置者・園長研修会〈宮城大会〉について
その他
ア．研究委員会より「経営者研修会のテーマ及び講師変更について」説明
イ．４月22日(木)開催 特別委員会Ⅱ(組織検討会)の報告について
ウ．
処遇改善等加算Ⅱ 研修受講要件に関するお知らせ
（幼児教育研究機構より）
エ．宮私幼ＨＰの「幼稚園紹介」について
オ．令和３年度の地区運営費・研修費・実技講習会費の支給

【令和３年度第３回理事会】
日 時 令和３年７月29日（木）午後２時〜
場 所 宮私幼会議室
議 事
（1）小規模保育園【認可・認可外】の取り扱いについて
（2）地区別設置者・園長会議について
ア．日程と出席者の確認
イ．資料の確認（実態調査） 私学助成と認定こども園の違い
（3）研究委員会からの報告について
〇仙私幼との共催による教員研修会の提案に向けた取組について
（4）４〜７月迄の事業報告について（各委員会より）
ア．教員不足による無料職業紹介所の設置について
イ．第28回東北地区設置・園長研修会 会計報告
報告事項
ａ．
東北地区会から報告 東北地区教研大会の主催者は、
一般財団法人私学
研修福祉会であったが、令和３年度より全日私幼連東北地区会とする。
ｂ．公益財団法人全日私立幼稚園幼児教育研究機構は６月28日付で内閣府
から認定され、一般財団に移行した。
ｃ．一般財団法人全日本私立幼稚園幼児教育研究機構からの７月26日付の
報告〈公益目的保有財産の贈与の件〉
ｄ．教員免許状更新制度及び免許状更新講習の廃止報道について

２

令和３年度 上半期（４月〜９月）
○関係機関団体
（県総合教育センター）
〔リモート〕
５/６ 県中堅研（宮私幼連携･協力）
（県総合教育センター）
〔リモート〕
５/12 県新採研（宮私幼連携･協力）
〔ハイブリッド方式〕
５/14 仙私幼総会（東京エレクトロンホール宮城）
６/７ 宮私幼ＰＴＡ連合会総会（仙台市民会館）
（県総合教育センター）
７/６ 県新採研、県中堅研（宮私幼連携･協力）
（県総合教育センター）
７/29 県新採研、県中堅研（宮私幼連携･協力）
７/30 県次世代育成支援対策地域協議会及び県子ども・子育て会議（県行政庁舎）
（まほろばホール）
８/４ 教育課程宮城県研究協議会（宮私幼共催）
（県総合教育センター）
８/５ 県新採研、県中堅研（宮私幼連携･協力）
（県総合教育センター）
８/６ 県新採研（宮私幼連携･協力）
８/25 「学ぶ土台づくり」推進連絡会議〔リモート〕
○全日私幼連
〔ハイブリッド方式〕
（仙台ガーデンパレス）
６/25 東北地区設置者･園長研修会〈宮城大会〉
〔リモート〕
６/26 東北地区団体長会議、東北地区会（青森）
〔ハイブリッド方式〕
６/30 団体長会・理事会合同会議（東京）
７/９ 定時総会（東京）
（宮私幼協力実施）
（フォレスト仙台）
８/１ 免許状更新講習＜選択＞
（フォレスト仙台）
８/７〜８ 免許状更新講習＜必修･選択必修＞（宮私幼協力実施）
〔リモート〕
８/20 幼児教育実践学会（東京）
（宮私幼協力実施）
（フォレスト仙台）
８/22 免許状更新講習＜選択＞
〔リモート〕
８/27 東北地区会教育研究担当者連絡協議会（青森）
〔リモート〕
９/28 102 条園研究会議（東京）
○宮私幼のあゆみ
〔ハイブリッド方式〕
４/６ 新任教員研修会（仙私幼共催）
（東京エレクトロンホール宮城）
４/８ 理事会
４/15 総務･給付委員会、研究委員会〔リモート〕
４/22 特別委員会Ⅱ
（組織検討会）
５/10 常任理事会と総務･給付委員会合同会議
５/11 監査会
５/13 理事会
５/18 総務･給付委員会、
東北地区設置者･園長研修会
〈宮城大会〉
打合会
（仙私幼会議室）
５/26 研究委員会（仙私幼合同）
５/27 定時総会（仙台市民会館）
６/１ 総務・給付委員会、
教育研究発表大会分科会発表園打合会〔ハイブリッド方式〕
６/３ 特別委員会Ⅱ
（組織検討会）
６/４ 経営委員会
６/８ 研究委員会
６/９ 研究委員会
６/10 総務・給付委員会
６/14 東北地区設置者･園長研修会〈宮城大会〉打合会
（仙私幼会議室）
６/16 研究委員会（仙私幼合同）
〔ハイブリッド方式〕
（仙台市民会館）
６/17 研究委員会、
地区研修担当者連絡会
６/24 東北地区設置者･園長研修会〈宮城大会〉打合会
６/29 経営委員会
７/５ 養成校との懇談会（仙台ガーデンパレス）
７/８ 総務・給付委員会
７/15 研究委員会
〔ハイブリッド方式〕
（仙台市民会館）
７/27 保育者資質向上研修会（仙私幼共催）
７/28 経営委員会
７/29 理事会
〔ハイブリッド方式〕
（仙台市民会館）
７/30 新任教員研修会（仙私幼共催）
〔ハイブリッド方式〕
（東京エレクトロンホール宮城）
８/３ 保育者資質向上研修会（仙私幼共催）
〔ハイブリッド方式〕
（東京エレクトロンホール宮城）
８/４ 組織経営研修会（仙私幼共催）
〔ハイブリッド方式〕
（東京エレクトロンホール宮城）
８/５ 経営者研修会（仙私幼共催）
８/10 仙台地区設置者・園長会議（太白区文化センター）
８/12 総務・給付委員会
８/20 石巻地区設置者・園長会議（石巻市：ひばり幼稚園）
８/23 気仙沼・登米地区＆大崎地区
（合同）
設置者・園長会議（栗原市：エポカ21）
８/24 名取・岩沼地区＆仙南地区（合同）設置者・園長会議（岩沼市：岩沼南こばと幼稚園）
８/25 塩釜地区設置者・園長会議（多賀城市：ホテルキャッスルプラザ多賀城）
〔リモート〕
９/９ 総務･給付委員会、研究委員会（仙私幼合同）
９/16 研究委員会
○慶
４/29
５/14
７/26

弔
風間 文静 氏（認定こども園 ひかり幼稚園 理事長・園長）春の叙勲（瑞宝双光章）受賞
奥田 美由紀 氏（認定こども園 折立幼稚園・ナーサリールーム 園長）
ご逝去
風間 文静 氏（認定こども園 ひかり幼稚園 理事長・園長）ご逝去
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パネルディスカッション

「コロナ禍における対応と今後の展望」
助言者

坂本

洋 氏（一般社団法人 岩手県私立幼稚園・認定こども園連合会会長）

パネラー

菊池

正隆 氏（認定こども園

泉の杜幼稚園園長）

片岡

大助 氏（認定こども園

さくら幼稚園園長）

コーディネーター

吉岡

弘宗 氏（宮私幼

常任理事）

（要旨）

吉岡氏：職員への指導はどのようにされましたか？
片岡氏：ありのままを伝えて協力して欲しいと話しました。

片岡氏：５施設を運営しているが、令和２年12月に保育所職
員２名の新型コロナウイルス感染が確認されてからの対応
を時系列で追ってみました。その中から見えてきたことは、

菊池氏：縦割り行政により、厚生労働省、仙台市からの通知
により周知しています。

情報開示の大切さでした。飛びかう情報の中で、保護者に
は正しく細やかな情報を発信することを心がけました。危

坂本氏：クラスターにならなかった事例を話していただきま

機管理の要諦は、“全職員の気づきと報告、そして何より管

した。盛岡市内の幼稚園ではＰＣＲ検査を実施しています。

理者の素早い対応と情報に尽きる” と言われますが、その

４つの留意点（課題）
：①感染源を絶つ（施設ではできない）、

通りだと今回の件を通じて痛感しました。

②感染経路を絶つ（三密を避ける。状況・情報の正確な入手、
保護者へ伝える方法の確立、クラスターを防ぐ）
、③子ども

菊池氏：（本園の経過報告）令和３年３月21日施設内で園児

の抵抗力を高める（日頃の健康管理）、④事後体制（発症し

の新型コロナウイルス感染（家族感染）が確認され、当局

て休んだ後に登園した時の対応）：誹謗中傷にならぬよう、

の指導により、園児47人、保育者４人がＰＣＲ検査を実施

充分な配慮をする。

しました。３月22日〜27日まで臨時休園措置を取りました。

当園のマニュアルは、文科省と厚労省を鑑みて作成しまし

３月27日全員の陰性が確認され、３月29日から再開しまし

たが、１〜３号児の対応に矛盾を感じています。

た。
（役所からの関連通知）令和２年４月13日仙台市から家庭

菊池氏：
「コロナって何だろう？」と予備知識もなく不安で

での保育要請がありました。一方で保育が必要な方は引き

したが、国や自治体からのＱ＆Ａ等をまとめるとマニュア

続き保育施設等利用可能としています。４月23日事業者に

ルとして活用できます。職員用としてダイジェスト版を作

対し在宅勤務や自宅待機等できるよう配慮要請がありまし

成しました。

た。令和 2 年 6 月16日厚労省Ｑ＆Ａ保育所等は学校とは異
なり、保護者や子どもの状態により、原則として引き続き
開所していただくこととしています。

片岡氏：保護者からの問い合わせや苦情は、一本化して園長
の携帯電話に24時間受け付けにしました。

（私見）小さい子どもが安心して過ごせる場所が幼稚園、
保育所、こども園等であり、困難な状況においても、その

吉岡氏：各地域、各園で課題がありますが、ワクチンに期待

保護者が社会で活躍できるよう支えるのも私たちであると

する他は園に持ち帰り、備えたマニュアルについて話し合

痛感させられました。

いましょう。

吉岡氏：１号、２号、３号児の差はどうですか？

閉会行事
鎌田理事長が「明日への教育、幼稚園運営に役立てていた

片岡氏：１号児（従来の幼稚園）は、休園や学級閉鎖が行え
たが、２・３号児（認定こども園）は思い通りにならない
ジレンマがありました。保護者は協力的でした。

だければ実りのあるものとなります。初めてのリモート研修
会で、どのように伝わったか。不行き届きはお許しください」
と閉会の挨拶を述べ、最後に、次期開催県（岩手県）坂本氏が、
「このたびのハイブリッド研修で成果を上げることができ、

菊池氏：認定区分に関係なく感染者が出た場合は、家庭環境

感謝申し上げます。来年は、多分コロナが収束して、対面

や保護者の就労、外出の制約等、外的要素の影響が大きい

200名程度の研修会とすることを明日の役員会で提案します」

と思います。

と宣言され、研修会を終了しました。（小川せつ子）

５
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幼稚園訪問記
幼
訪問記
訪問
記

幼

もに

はなぶさ幼稚園 を訪問しました !!
令和３年７月９日(金)に宗教法人 雲山寺 はなぶさ幼稚
園を訪問しました。梅雨時期のため、雨が降りしきる中で
の訪問となりましたが、高台にある
緑豊かな環境にたたずむ園舎から

〒983-0031 仙台市宮城野区小鶴 1 丁目 9-20
園児数29名

教職員５名

（満３歳児１名、
３歳児８名、
４歳児６名、
５歳児14名） 令和３年７月１日時点

［編集者注：園長先生もマリンバを演奏し、
マリンバも一流メーカー
のものが３台揃っており、
園内での演奏会もできるとのことです。
］

●高校美術講師の絵画指導により、絵画から陶芸まで幅広
く制作活動を行っています。
（年中・年長児）

５．給

食

月・火・木・金曜日は弁当持参

てきました。雲山寺の住職も兼任さ

毎週水曜日は外部搬入業者による給食

先生（写真）が園内を案内して下さ
いました。

要

元に根付くための社会事業として、はなぶさ幼稚園を開園
（昭和39年４月認可）し、今年で57年目になります。令和２
年４月から新制度の施設型給付幼稚園に移行しました。

色

６．保育時間と預かり保育
月曜日～金曜日
預かり保育

９:00 ～ 14:00

月曜日～金曜日 13：30 ～ 17：30
土曜日

８：00 ～ 17：30

７．バス送迎
バス送迎を希望する園児のみ利用しています。
幼児専用マイクロバス１台。

８．未就園児教室

仏教主義教育に基づいて各

未就園教室としては行なっておりませんが、毎週木曜日

教室・ホール・園庭に仏様（の

の10：00～12：00まで園開放をしており、園内外を自由に

のさま）を安置し、手を合わ

使いながら、年少児とふれあいの時間を設けています。

せ感謝する心を養うことを目
指して保育を行っています。
更に「話を聞く」ことに重点

９．新型コロナウイルスへの対応
●手洗い・うがい・手指消毒・園内の消毒、
換気とバス車内の
マスク着用、
換気消毒・毎朝の検温等を励行しています。

を置き、落ち着きのある生

●各教室やホールへ空気清

活を目指しています。小規

浄 機・加 湿 器 を 設 置。教

模 園 な の で 教 職 員 や 園 児、

職員の常時マスク着用。

保護者がそれぞれの顔と名

●行事に関しては、保護者

前が分かるアットホームな

の人数制限や時間短縮等、

雰囲気を大切にしています。

感染予防対策を講じながら、子どもたちが楽しみにして

３．教育・保育目標
●明るく、つよく、たくましい子ども
●思いやりのあるやさしい子ども
●すべての命を大切にする子ども

４．特に力を入れている教育
●毎週火曜日は、男性講師による体操教室に全園児が参加

いるイベントを極力行えるように進めています。
●教職員や保護者のワクチン接種等、今後の状況を慎重に見
極めながら、安心して保育を行えるよう、各家庭とも協力し
て運営していきます。

訪問後記

東日本大震災で被害を受けた旧
園舎の新築を、
一級建築士となっ

して、心身の調和を図り、丈夫な体作りを行なってい

た卒園生に設計してもらったと丁寧に案内していただきま

ます。

した。
風が吹き抜け、
光が十分取り込めるようにとのコンセ

●年長組園児と年中組園児は

プトが満ち溢れるホールや各保育室でした。
テラスに出る

マリンバ奏者の音楽講師に

と、
「この場所から新幹線の走行する様子を見ることができ

よる指導で、様々な楽器に
触れ、様々な音楽に親しん
でいます。

６

牛乳は毎日飲用

（２学期からは金曜日も） ＊アレルギー対応あり

経営母体の雲山寺は、昭和17年建立の新しい寺院で、地

２．特

はなぶさ幼稚園

は元気な園児たちの歌声が聞こえ
れている菅野貫順 代表役員・園長

１．概

宗教法人 雲山寺

るんですよ。
熱心に観察する園児もいるんですよ。
」
との話し
を伺い、
きっと設計の段階から子どもたちの目線も大事に考
えていたのだろうな、
と感心させられました。
（片岡大助）

