
２０２２／４／１ しおかぜ認定こども園 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４月の園だより 

入園・進級おめでとうございます。 
 暖かな春の陽気に包まれて、新しいお友だち、新しい先生を迎え、新年度がスタートしました。 

昨年度末には休園が続き、保護者の皆様には大変ご迷惑をおかけしました。今年度はこのような事のない

様、より一層気を引き締めて行きたいと思います。 

今年度より、園長、副園長が変わり、新体制でしおかぜ認定こども園を盛り上げて行くこととなりました。

不慣れな点があるかと思いますがよろしくお願いします。 

今年度も健康、安全を第一に、子どもたちが心身ともに伸び伸びと豊かに育んでいけるよう職員一同  

頑張って参りますので、ご支援、ご協力をよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

１日(金)入園式 

１日(金)～８日(金)新入園児面談 

２日(土)・９日(土)ＰＴＡ総会 

２９日(金)昭和の日 

   身体測定 

避難訓練 

５月の予定 
３日(火)憲法記念日 

４日(水)みどりの日 

５日(木)こどもの日 

１１日(水)耳鼻科健診（つき・すみれ） 

１３日(金)しおかぜ交流会 

１７日(火)春の遠足・お弁当の日 

２５日(水)歯科検診 

    身体測定 

    避難訓練 

 

 

 

  こだに まさとくん   ６さい 

  にしだ みのりくん   ６さい 

  あべ  いろはちゃん  ６さい 

  おがた すずなちゃん  ６さい 

  なかの きょうくん   ５さい 

  おおなか みさきちゃん ５さい 

  まつだ うたはちゃん  ４さい 

  かわさき ゆいとくん  ３さい 

  かたやま りくくん   ２さい 

  りゅうざき ひなのちゃん１さい 

 

新体制になりました 

園 長 貞木貴之 

副園長 高橋くみ子  河内真美 

新任保育教諭 

ほ し組 小山田颯希（おやまだ さつき） 

れんげ組 渡邊瑞希（わたなべ みずき） 

ゆ き組 宇川風花（うがわ ふうか） 

看護師  岩崎恵美（いわさき めぐみ） 

 よろしくお願いします 



 

 

 

 

園長 貞木 貴之 

 今年度より園長としてこども園を支えていくことになりました。まだまだコロナ禍が続く先行き不透明な 

1年ではありますが、子ども第一で頑張っていきますのでよろしくお願いいたします。 

 我が子は長女が４月から無事高校生となり一安心しています。次女は中学２年生で反抗期真っ盛りです。 

子育ての難しさを痛感しているところですので、保護者の皆様とも子育てについて気軽に話ができたらと思い

ます。いつでも事務所に声を掛けてください。 

 

副園長 高橋 くみ子 

  今年度から副園長になりました。色々なクラスのお手伝いに入る事もあるので、よろしくお願い 

します。お菓子を作る事が好きで、フラバールバレーと言うスポーツを週３回楽しんでいます。 

 職員全員で力を合わせて頑張っていきたいと思います!!! 

 

 副園長 河内 真美 

  進級、入園おめでとうございます。 

 どうしましょう…気づけばアラフォーまであと１年、月日が経つのは早いですね(笑) 

 結局、運動不足は解消されずレベルＵＰする一方です。今年こそは…（笑） 

 息子も年長組になり、気が早いですが考えただけで涙が…。こんな私ですが、今年度は副園長という 

役職をいただきました。少しでもみなさんのお役に立てるよう努力していきますので、温かい目で見 

守っていただけたら嬉しく思います。今年１年よろしくお願いします。 

 

英語講師 キャシー・スピリドノス 

5月 8日生まれのオーストラリア出身のキャシー・スピリドノスです。 

昨年度よりジャッキー先生と交代で英語を教えていましたが、今年度からはメインで英語を教えることになり

ました。趣味は料理と園芸です☆ 

子どもたちが楽しく過ごせるように頑張りますので、よろしくお願いします。 

 

 栄養士 馬木 順子 

  ５月７日生まれ。おうし座、Ｏ型。 

 ４人の息子(高１、中１，小５、小２)のお母ちゃんです。 

 今年度も「失敗は成功の素」をモットーに、「明るく、楽しく、元気よく」がんばります。 

 よろしくお願いします。 

 

 事務員 佐賀 桂子 

  ４月から園長、副園長も交代し、新体制でスタートします。 

 私も他の事業所から異動して、こども園勤務も４年目となりました。 

 しおかぜに勤め始めて･･･２３年?! あっ、歳がばれる･･･ 

 縁の下の力持ちとしてしっかり頑張ります！よろしくお願いします♪ 

 

すみれ組担任 田中 春華 

令和４年度職員紹介 

 



 

  すみれ組の担任になりました田中春華です。 

 前年度の持ち上がりということで、引き続き２１名の子ども達の成長を見守れることを嬉しく思います。 

仲間意識の強いクラスで、小さいクラスのお友だちのお世話が大好きな子どもたち。 

みんなで力を合わせて、色々な事に挑戦しながらこども園のリーダーとして頑張ってほしいです！ 

こども園生活最後の１年、楽しい思い出をたくさん作っていきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

すみれ組担任 藤田 佳乃 

  すみれ組の担任をする藤田佳乃です!!今年も子ども達とたくさん遊んでたくさん笑って過ごしたいと 

思います！ 小学校へ行くまでに色々な経験をして、色々な思い出を作っていけたらと思います。 

 まだまだ３年目で、至らぬところもあると思いますが、精一杯頑張ろうと思うので、よろしくお願い 

します。 

 

 

 つき組担任 大星 淳美 

  つき組の担任になりました、大星淳美です。 

 つき組では、体操、硬筆、音楽と新しく始まる教室活動や行事でも去年より項目が多くなったりと、 

お兄さん、お姉さん向けの活動が盛りだくさんです。楽しみだったり、少し不安だったりと様々な思い 

があると思いますが、一緒に頑張っていき成長を見守れたら嬉しいです。 また、楽しい園生活になる 

よう、いろんな遊びを取り入れていきたいです♪ 

 至らないところもあると思いますが、１年間よろしくお願いします。 

 

 つき組担任 安藤 千尋 

  つき組の担任になりました、安藤千尋です。 

 好きな食べ物は牛タンです。最近は、スノーボードにハマリつつあります。体を動かすことが好き 

 なので、子どもたちとたくさん動き回って遊びたいと思います!!習い事も始まるので、不安なお友 

 だちもいると思いますが、しっかりサポートしていきたいと思っています!!保護者の方とも、たく 

 さんお話できたら嬉しいです！!１年間よろしくお願いします!！ 

 

 

ほし組担任 芦内 彩華 

  今年度はほし組の担任をさせていただくことになりました。 

 運動が好きで、中学、高校とバスケットボールをしていました。子どもたちとも、しっかり走って、 

たくさん運動遊びをしていきたいと思っています！今年も元気いっぱい、笑顔で頑張っていきたいと 

思いますので、１年間よろしくお願いします。 

   

 ほし組担任 早水 慶子 

  ご入園ご進級おめでとうございます。 

 ほし組の担任をさせて頂きます、はやみずけいこです。週末、お笑いのユーチューブを見ながら友達と 

「カンパーイ」!を楽しみに、平日頑張っています(笑)   

今は“かまいたちと”チョコプラの“バチェ田バチェ男”がツボです。 

 子ども達が楽しく過ごしながら、遊びを通して学べる保育をしていきたいです♡ 

１年間よろしくお願い致します。 



ほし組担任 小山田 颯希 

  今年度より、しおかぜ認定こども園で働くことになりました。おやまださつきです。 

食べることが好きで、餃子が大好物です。 

 子ども達と様々なことを経験し、共に成長していきたいと思います。 

 １年間よろしくお願いします。 

 

ほし組担任(フリー) 西村 彩 

  持ち上がりで、ほし組を担任することになりました、西村彩です。現在、つき組とれんげ組にいる 

男児２人と共に、毎日過ごしています。 

 子ども達に毎日癒してもらいながら、日々過ごしていきたいと思います。 

 １年間よろしくお願いします。 

 

 

れんげ組担任 近藤 美貴子 

  れんげ組みの担任になりました、近藤美貴子です。２歳児の子ども達は様々なことに挑戦し、できる 

ことがどんどん増えてくる時期なので、成長する姿を間近で見てサポートできることが嬉しいです♪  

また、私は小学４年生と１年生の２人の母でもあるので、保護者の方と母親トークで盛り上がることも 

楽しみにしています！ 今年１年間、どうぞよろしくお願いします。 

 

 れんげ組担任 磯島 文子 

  今年は、昨年たんぽぽ組だったお友だちと一緒に進級して、れんげ組になりました♪ 

 最近は、ボヨボヨのお肉を引き締めるためにトレーニングしています!! １年後には、子どもたちも 

 成長し、私もマッチョになっているはずです!! １年間、楽しく過ごしていきたいと思うので、 

 よろしくお願いします☆ 

 

 れんげ組担任 渡邊 瑞希 

  今年度からお世話になります、渡邊瑞希です。 

 先輩方や子どもたちとたくさん心を通わせて毎日を大切に過ごしたいです! 

 よろしくお願いします! 

 

 れんげ組担任(フリー) 中村 潔美 

  ５月８日生まれのＯ型!! ３人の息子達もそれぞれ父親になり、私も５人のばぁばです。 

 そんな私も、勤続２１年目を迎え今年度はれんげ組♪  

 子ども達と一緒に楽しい出会いや、おもしろい体験が出来るのを、とても楽しみにしています! 

 どうぞ、よろしくお願いします。 

 

 

  

たんぽぽ組担任 板野 春花 

  この園に来て２年が経ちました。今年度は、たんぽぽ組の担任をさせていただくことになりました。 

 ディズニーが大好きで、その中でも特にラプンツェルが推しです。 ディズニーの話題を振ってくだ 

さったら、いつまでも喋り続けると思います。もちろん、お子様達の様子もたくさんお話していきたい 

と思っているので、この１年、よろしくお願いします。 



 たんぽぽ組担任 福中 理央 

  たんぽぽ組の担任になりました福中理央です。 

 きょうだい児で知っている子もいれば、初めましての子もいるので、どの子もしっかり関わっていき、 

 保護者の方に子どもたちの可愛い姿をお届けできるよう、毎日楽しく過ごしていこうと思います。 

 プライベートでは、れんげ組にいる我が子と二人三脚で、毎日を過ごしています。 

 「りお先生」って呼んでいただけると、嬉しいです。１年間よろしくお願いします。 

 

 たんぽぽ組担任 中西 知優 

  昨年度はゆき組、今年度はたんぽぽ組で持ち上がりとなりました! 中西です! 

 新しいお友だちも増え、どんな１年になるのかとても楽しみです♪子どもたちが、安心して過ごせる 

ように笑顔で頑張っていきます☆ １年間よろしくお願いします!  

 

 たんぽぽ組担任 松尾 美鈴 

  今年もたんぽぽ組になりました☆ 

 年々体が重くなるのを感じますが、子どもたちから元気なパワーをもらって、楽しく過ごしていきた 

いと思います。 

１年間よろしくお願いします♪ 

 

 たんぽぽ組担任(フリー) 田原 有佳里 

  たんぽぽ組になりました、田原有佳里です。 

 二児の母で、長男は小学三年生、次男は一年生になりました。バウンドテニスにはまっていて、週末に 

 楽しんでいます。 

 これから、いろんなことに挑戦して頑張っていく姿を見守っていきたいと思います。 

 一年間よろしくお願いします。 

 

 

 ゆき組担任 山田 有紀 

  好きな食べ物は、しょうが焼き、油淋鶏、焼肉･･･特に塩タン!!! とりあえず、お肉が大好きです。 

 今年度もゆき組を担任させていただくことになりました。 

 保護者の方と一緒に子どもたちの成長を喜び合ったり、報告したりと今から楽しみにしています！ 

 一年間よろしくお願いします。 

 

 ゆき組担任 岡野 文子 

  大学３年生の娘と、大学１年生の息子の母です。 

今年度もゆき組の担任をさせていただきます。歌が大好きなので、手遊びや歌を子どもたちと一緒に 

楽しみたいと思います♪ 今年も笑顔で頑張っていきます。 

１年間よろしくお願いします！ 

 

 ゆき組担任 宇川 風花 

  ゆき組さんになりました。ふたご座、Ｏ型の宇川です。 

 美味しいものを食べるのが大好きで、好物は玉ねぎたっぷりのカツオのたたきです! 

 子どもたちと過ごせるのを楽しみにしておりました。 

 よろしくお願いします! 



  

ゆき組担任(フリー) 大月 小矢香 

  今年度もゆき組さんと、一緒に過ごすことになりました♪ 

 子どもたちの成長を一緒に喜び合いながら、安心して過ごせる場にしていきたいと思います。 

 １年間、どうぞよろしくお願いします。 

 

 

  

看護師 岩崎 恵美 

  ご入園、ご進級おめでとうございます。 

 ４月から本園に勤務することになりました。ゆき組さんの保育のお手伝いをさせていただきます。 

 どうぞ、よろしくお願いします。 

 

 庁務員 松原 直子 

  庁務員の松原と申します。園内の環境整備(洗濯、掃除、消毒等)、お花の手入れをしています。 

 子どもたちが安全で環境の整った園で元気に遊んでもらいたいと思っております。笑顔のあふれる 

 子どもたちと一緒に過ごせることを楽しみにしています。 

 どうぞ、よろしくお願いいたします。 

 

 給食調理員 青陰 裕子 

  ご入園、ご進級おめでとうございます。 

 今年は、お祭り出来ますように！ 

 

 給食調理員 山本 あゆみ 

  ご入園、ご進級おめでとうございます。 

 おいしい給食作りまーす。たくさん食べてね。 

 

 給食調理員 守谷 真祐美 

  ご入園、ご進級おめでとうございます。 

 給食場にある大きな窓から、みんなの事見てるよー!! 

 

 給食調理員 寺崎 由紀枝 

  ご入園、ご進級おめでとうございます。 

 いつもみんなと会えるのを、楽しみにしています。 

 

 

教室講師の紹介 

〈体操〉高知コーチ・植西コーチ    （TEAM.Ｋ 所属） 

〈硬筆〉小竹 正高 先生       （徳島県四国大学、岡山明誠学院高校、書道講師） 

〈踊り〉原田 裕子 先生 

〈音楽〉平井 利枝 先生       （米山楽器店 所属） 


