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− 憧 れの 国 、N I P P O N −
14世紀、
ヴェネツィアの商人マルコ・ポーロが「東方見聞
録」で紹介した「黄金の国ジパング」。宮殿や民家が黄金で作
られているとの噂話は、後に始まる大航海時代の契機になっ
たとも言われている。中国の東海上にある幻の国ジパングを
求めて、大海原に乗り出した冒険家もいたに違いない。
700年の時を経て、日本は魅力溢れる国になっている。昨
年の流行語大賞「爆買い」に象徴されるように、日本を訪れ
る外国人旅行客は年々増加し、昨年は過去最高の約2000万
人となった。前年比600万人増だという。とりわけ中国人観
光客の購買欲は猛烈で、電化製品や日用品を大量に買い込ん
で帰国する。
日本製品に限らず、和食、景観、おもてなし等、日本から
発信された魅力は世界中に伝播している。東京オリンピック
開催の2020年に向けて、4000万人の外国人旅行客を目指す
との発表もあった。
ちなみに柏木実業専門学校で学ぶ留学生たちに来日した
理由を聞くと、経済力に加えて世界一安全な国だからだと答
える。世界各地で起きている紛争、パリやブリュッセルでの
テロ事件など考えると、確かに平和な国と思える。しかし忘
れてならないのは、日本は70数年前までの第二次世界大戦
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で290万人を超える犠牲者を出したことだ。先日、広島で開
かれた世界外相会議で原爆資料館を訪れた各国外相は、核兵
器の恐ろしさを実感したはずだ。
1945年の終戦以後、日本は飛躍的な成長を遂げた。平和が
それ以後続いたことが、その背景にある。今や世界屈指の経
済大国となり、豊かで平和、文化的にも恵まれた生活のでき
る日本。経済発展を目指す国からの留学生は、今後も増加の
一途を辿るに違いない。
ならば、本当に暮らしやすいNIPPONなのか、実は多くの
日本人がそうは感じていない。それはなぜか。4月に日本を
訪れたウルグアイのムヒカ前大統領の言葉がヒントになる
かもしれない。
「経済が豊かになりお金や物を持つことが幸
せではない。幸せとは家族を持ち愛にあふれていること。
」ま
た彼はこんなことも言っている「貧乏な人とは、モノを持っ
ていない人ではなく、無限の欲がある人たちのことだ。
」
私たちは物欲に振り回されて、真の幸福を捨ててはいない
だろうか。モノに執着して所有物の多さを豊かさだと勘違い
するのではなく、命の大切さを知り、知的好奇心を高め、心
の豊かさを取り戻すことが、本当の意味で憧れの国NIPPON
に暮らすことになるのだろう。

入学式

社会見学

4月6日（水）に入学式が挙行され、397名（普通科
350名、情報経済科47名）の新入生を迎えた。
新入生代表として1年A組山元琉月が誓いの言葉
を、在校生代表として生徒会長伊藤樹が歓迎の言葉

4月15日
（金）
に 2 学年がディ
ズニーシーで、3学年がディ
ズニーランドで社会見学を
行った。
まだ新しいクラスになじ

を読み上げた。

んでいない生徒たちが、アト
ラクションを回ったり、食事や買い物を楽しんだり
する中で親睦を深め、充実した一日を過ごした。

高校総体開会式
4月23日（土）に、県立体育センターにて、第54回
神奈川県高校総体総合開会式が行われた。
今年は186校総勢2942名が参加し、各校ごとに趣
向を凝らした入場行進をした。本校からは、生徒会
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役員、ワンダーフォーゲル同好会の生徒19名が参

4月14日（木）から15日（金）にかけて、1学年の宿

列した｡

泊研修を長野県白樺湖畔で実施した。
英語を中心とした学習指導の他、集団行動の基本
や校歌の練習、
白樺湖オリエ
ンテーリング
など、高校生活
に向けて大切
な様々な課題
に取り組んだ。

卓球部大会報告
4月24日（日）に関東高等学校卓球大会神奈川県

男子バスケットボール部大会報告

予選会北総地区大会が行われ、男子シングルスにて

4月9日（土）〜 17日（日）に、神奈川県高等学校春

佐藤灯（２−Ｇ）と杉山雄飛（２−１）が北相地区の

季バスケットボール大会北支部トーナメントが行

推薦選手として県大会へ出場することが決定した。

われ、男子バスケットボール部が上位6校に入り、

男子ダブルスにおいても、佐藤・杉山両名のペアが

県大会進出を決めた。

県大会へと駒を進めた。
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柏木実業専門学校
【平成28年度 入学式を挙行】
4月7日（木）に平成28年度入学式
を本校舎4階アリーナにて挙行しま
した。
新入生176名は、一同神妙な面持
ちで入学式に臨み、桐野校長より入学が許可されました。
新入生代表として、医療情報学科1年の林見穗（神奈川県立
湘南高等学校出身。表紙に写真有）が誓いの言葉を、在校生代
表として情報ビジネス科2年のSANJIT BISTA（ネパール ウ
エストコースト語学院出身）が歓迎の言葉を読み上げました。
＜新入生の言葉＞
○医療情報学科 石塚 千尋（横浜商科大学高等学校出身）
私の夢は看護師になることでしたが、高校での
勉強がきっかけとなり、医療事務に興味を持つよ
うになりました。病院に就職できるように、2年
間しっかりと勉強し、必要となる資格を全て取得
したいと思っています。そしてコミュニケーション能力も身
につけていければと考えています。
○情報ビジネス科 GHIMIRE RAM HARI
（ネパール 東新宿日本語学院出身）

ネパールの高校や大学でビジネスの勉強をして
いて、日本でもビジネスの勉強をしたいと思い、
日本語学校の先輩が在籍しているこの学校に入学
しました。情報ビジネス科卒業後は日本で就職できるよう、
多くの資格・検定を取得していきたいです。
○経営経理研究科 REV PANAMURE PIYARATHANA THERO
（スリランカ アーツカレッジヨコハマ出身）

経営や経理の勉強をしたいと思い、友達も勉強
しているこの学校を選びました。神奈川県央にあ
り、とても通いやすいです。経営経理研究科を卒
業したら日本で就職できるよう、しっかり勉強したいと思い
ます。
【本校IT研究会がインターネットで紹介されました!!】
本校IT研究会の活動が、新しい読み物プロジェクト「スト
リエ」の公式サイトで紹介されました。
「ストリエ」は、トークアプリ風に小説を読むことのできる
サービスで、昨年11月から正式サービスをスタートした新し
いサイト＆アプリです。サービス内で公開されているストー
リーは全て閲覧無料で、ストーリー・イラストのクリエイター
として、同サービスで自身の作品を公開することも可能です。
本校IT研究会では、今年2月より「ストリエ」にてストー
リーの公開を始め、随時行われているストリエ並びに各出版
社主催のコンテストでの入賞を目指し活動を行っています。
詳細は、下記URL並びにQRコードよりご確認
下さい！
サイトURL https://storie.jp/
【着任教職員の紹介】
飯塚 知佳先生（情報ビジネス科２年Ａ組担任）
この4月から柏木実業専門学校に来ました。
皆さんと一緒に頑張っていきたいと思います。よ
ろしくお願いいたします。
新美 春香先生（情報ビジネス科１年Ｄ組担任）
この学校に来て良かったと思って頂けるよう、
学生の皆さんと共に成長していきたいと思ってい
ます。よろしくお願いいたします。
齋藤 大輔先生（情報ビジネス科１年Ｃ組担任）
今年から新任として来ました。まだまだ未熟で
すが精一杯頑張りますので、よろしくお願いいた
します。

研修センター
【求職者支援訓練3月生入校式】
3月22日（火）に医療・
調剤・介護事務PC科の
入校式が行われました。
体調管理に留意し、3 ヵ
月間の訓練と再就職を
目指して頑張ってくだ
さい。
【職業人講話、企業説明会】
研修センターでは、各専門分
野において活躍されている職業
人による現場の声を授業に取り
入れています。
［職業人講話］
介護職員初任者研修科
社会福祉法人緑樹会
介護老人福祉施設 ラペ相模原
大樹の郷
株式会社アスモ介護サービス
［企業説明会］
介護関連…株式会社 社会福祉総合研究所
株式会社 リビングケア
SOMPOケアネクスト株式会社
社会福祉法人山中福祉会 和喜園
医療関連…株式会社 ソラスト 横浜支社
株式会社 日本教育クリエイト 横浜支社
【就職近況報告】
＊就職決定報告
簿記パソコン事務科 修了生
柗本 亮宏さん
（平成27年12月末修了）
就職先
一般社団法人日本海員掖済会 横浜掖済会病院
平成28年4月より勤務を開始しています。病院事務職員と
して、周りの方にも支えられ、即戦力として活躍しています。
【着任教職員の紹介】
黒坂 真朝先生（研修センター 医療事務・情報担当）
本年度より医療事務、情報処理を担当させて頂
きます。熱意溢れる先生方に負けないよう、
「万
里一空」求め、邁進する所存です。よろしくお願
いいたします。
小川 浩一先生（研修センター 事務担当）
昨年度までは同じ柏木学園の大和商業高等専
修学校にて事務担当として所属しておりました。
今までの経験を活かし、研修センターでも精一
杯頑張ります。よろしくお願いいたします。

第1回オープンキャンパス 参加申込受付中
5月21日（土）実施の第1回オープンキャンパスの参加申
込を受け付けています。また、入学願書・学校見学・入学相
談の受付は随時行っております。詳細については下記まで
お問い合わせください。

柏木実業専門学校 入学相談係
Ｔ Ｅ Ｌ：０４６−２６１−０１５８
Ｅ‐mail：jitsugyo＠kashiwagi.ac.jp

新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます
入学式・対面式
4月7日（木）に平成28年度の入学式が行われました。新
しい制服に身を包み、大和商業高等専修学校で3年間頑張
っていこうという希望に満ちた様子が見られました。67名
の新入生には、夢を持って3年間の学校生活を送ってほし
いと思います。
4月11日（月）には、対面式が行われ、１年生の大堀君が
在校生へ向けて、今後の意気込みを力強く宣言しました。

オリエンテーション
1学年は、4月14日（木）〜 15日（金）に山梨県河口湖で
カチカチ山ハイキングや野外炊事、
2学年は4月15日
（金）
に羽田空港、3年生は、ディズニーシーへ行きました。

新任の先生紹介
山口麻里子先生（1年B組担任）
本年度から大和商業高等専修学校に
着任した山口麻里子と申します。生徒一

1年生は友だちの新しい一面を知ることができたと思

人一人が夢に向かって挑戦し、達成する

います。2、3年生は仲間との思い出がまた一つ増えまし

ための支援を行えるよう頑張りたいと

た。各学年、充実した日となりました。

思います。よろしくお願い致します。
大井佐知香先生（非常勤講師）
はじめまして！今年度から３年生の
書道を担当します、大井佐知香です。皆
さんに書道の面白さを伝えられるよう
頑張ります！よろしくお願いします。

高等学校総体開会式
4 月 23 日（土）に、第 54 回
神奈川県高校総体総合開会
式が県立体育センターで行

介護職員初任者研修
平成27年11月9日（月）から始まった介護職員初任者

われました。本校からは、定
時制通信制大会に参加する
部活動の代表者14名が参加

研修が150時間の講義を終え、3月22日（火）に修了しま

しました。大会での上位入賞を目指し頑張っているの

した。8回の実技試験と最終日の修了評価試験も全員、

で、応援よろしくお願いします。

合格しました。4月からは実習が始まっています。これ

昨年度の検定実績報告

まで学んだことを実際に利用者様と接してどう生かせ
るか学んできてほしいです。

昨年度の進路状況報告
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6段 1名

5段

1名
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1級 13名

2級 45名

3級 61名

4級 75名

大学・短大 17名 20.2％
多摩大学、横浜商科大学、高千穂大学、和光大学、

コンピュータ会計

初級 8名

法人税法

3級 3名

日本文化大学、小田原短期大学、横浜女子短期大学、他

所得税法

3級 15名

サービス接遇

3級 23名

表 計 算

2級 54名

3級 59名

4級 87名

柏木実業専門学校、アルファ福祉医療専門学校、

文書デザイン

1級 1名

2級 49名

3級 31名

町田デザイン専門学校、情報科学専門学校、他

ワープロ

2級 11名

準2級 12名

3級 51名

専門学校

就職

24名 28.5％

4級 66名

36名 42.8％

㈱曙工業、㈱東邦精機、㈱いすゞライネックス、
（社福）和喜園、イオンディライトセキュリティ㈱、他

秘

書

2級 2名

3級

6名

上級を目指して、
この調子で今年度も頑張りましょう。

4月7日（木）

進級おめでとう。新しい一年の始まりです!!ピ

幼稚園の先生になることは小さい頃から
の 夢 だ っ た の で、と て も 嬉 し い 気 持 ち で
いっぱいです。
今年度は、年長の学年付として毎日笑顔
で過ごしたいと思います。子どもと一緒に
自分自身も成長できる一年間にしたいで
す。宜しくお願い致します。

カピカのバッチを胸にドキドキ・ワクワクしてい
たことでしょう。色々なことに挑戦し、それぞれの
成長を楽しみに素敵な一年にしていきたいと思い
ます。

今年度、ぱんだ組の副担任になりました、
稲井あずさです。体を動かすことが好きな
ので、元気いっぱい、笑顔を忘れずにたく
さんの子どもたちと遊びたいと思います。
よろしくお願いします。

4月9日（土）

少し大きな制服で、とても可
愛らしい姿でドキドキしなが
ら登園してきました。初めての集団生活に不安もあ
ると思いますが、子どもたちが安心して過ごせるよ
う幼稚園とご家庭との連携を密に取り、安全を図っ
ていきたいと思います。

横浜文化体育館にて 6月29日（水）

平成28年度永年勤続表彰において八ツ橋先生、
根深先生がこれまでの実績を讃えられ表彰される
事になりました。おめでとうございます。
八ツ橋鉄兵先生（総括主任・全学年付）

一年間宜しくお願いします。

15年表彰

根深 希先生（ぱんだ組担任）

4月21日
（木）

新しい生活が始まり二週間が経ちました。そして
子どもたちが大好きなお弁当や給食も始まり、毎日
とても賑やかです。たくさ
ん食べて元気一杯過ごし、

21世紀初年度より務め始め、ここまで多
くの方に支えられ助けられ、おかげさまで
まる15年が経ちました。ありがとうござい
ます！働き始めたあの頃に年長組だった園
児たち。もう二十歳になっています。私も
気 が 付 け ば、も う40歳！こ の 先 健 康 第 一
に、いつまでも子どもたちに驚きと喜びを
提供できるような先生であり続けたいと思
います。

5年表彰

今まで沢山の方々に支えられ、5年表彰
を受賞することが出来ました。可愛い笑顔
に囲まれて、日々成長する子どもたちの姿
を近くで見る事が出来て、この仕事に誇り
を持っています。これからもっと素敵な先
生になれるように日々頑張っていきますの
で今後共よろしくお願いします。

こいのぼり製作や折紙、絵
の具遊び等たくさんの活動
4月20日（水）

を楽しんでいます。
幼稚園に設置されているAED
の使用方法の確認やケガの対応、
今年も素敵な絵本をいただきました。感謝の
気持ちを忘れず大切に読ませて頂きます。あり
がとうございました。

緊急時の連絡の仕方を職員で共
通理解することができました。
また、110番通報することが一番大切だという事
を教えて頂きました。

後援会・教育交流会・ＰＴＡ・父母の会のページ
ご入学おめでとうございます
桜の花も満開の中、4月6日入学式を迎えました。
1年生のみなさん、そして保護者の皆様ご入学おめ
でとうございます。
1 ヵ月が過ぎましたが、学園生活に少しは慣れて
きた頃でしょうか。
保護者の皆様におかれましては入学式の日に、各
クラス役員の選出にご協力を頂きまして、ありがと
うございます。お陰様で34名の方が役員を引き受
けて下さいました。
早速、4月21日第1回目の定例会が行われ、顔合

歴史の中から
今から75年前の1941年は太平洋戦争の始まった
年でした。日本はアメリカ、イギリスなどの連合国
と戦争したのです。当時東南アジアの殆どの国は連
合国の植民地でした。フィリピンはアメリカの、イ
ンドビルマ（ミャンマー）、セイロン（スリランカ）、
マレーシアなどはイギリスの、インドネシアはオラ
ンダの、インドシナ（ベトナム、ラオス、カンボジア）
はフランスの植民地だったので戦争に巻き込まれ
ました。日本ははじめはこれらの地域を解放すると
いう名目で兵を出し侵攻しました。当時小学校の5
年だった私は、授業で白地図に日本の占領した地域
を赤色で塗りつぶし喜んでいた記憶があります。
しかし日本はひとりよがりの戦争に敗れ、東南ア
ジアの諸国は相次いで独立をしました。その間、偏

ご入学おめでとうございます
入学式から1か月経ちましたが、新1年生の皆さ
ん学校には慣れましたか？入学おめでとうござい
ます。また、2・3年生の皆さん進級おめでとうござ
います。3年生は最高学年になり、そろそろ進路を
決める時期になりますね。ぜひ、目標に向かって頑
張って下さい。
5月21日（土）には、早速全経電卓検定があり、そ
の後5月25日（水）には、体育祭が行われます。新し
いクラスになり最初の大きな行事に胸がわくわく
することと思います。皆で力を合わせてクラスが団

ご入園・ご進級おめでとうございます。
若葉の緑がいっそうまぶしく感じられる季節と
なってまいりました。ご入園・ご進級おめでとう
ございます。
これから子ども達は都筑ヶ丘幼稚園で様々なこ
とを経験し、園長先生はじめ諸先生方のきめ細や
かなご指導のもと、多くのことを学び、日々健や
かな成長を重ねていきます。父母の私達も温かく
見守っていきたいと思います。

柏木学園高等学校後援会
わせを致しました。
5月7日の総会にて承認を頂きました後、新メン
バーでの活動が開始いたします。
今回役員を引き受けられなかった各学年の保護
者の皆様、年間の行事を通してお手伝い出来る方が
居ましたら、担任の先生を通してお申し出下さい。
後援会ではいつでも歓迎致します。１年間よろしく
お願い致します。
後援会会長 吉澤 みゆき

柏木実業専門学校教育交流会
見や対立による戦争、内乱などで多くの犠牲者を出
しながらも、お互い協力しなければ発展できないと
いう世界になったのです。75年の歴史を知る私はす
ばらしいことだと思います。
専門学校では10数年前よりアジアの国々からの
学生を多く受け入れてきました。今年もアジアの多
くの国からの入学生が多いと聞いています。それぞ
れ言語、習慣や文化がちがうので苦労も多いことと
お察しします。でもそれぞれの違いを大切にしなが
ら、歴史を信じ未来を見つめる大きな視野を持っ
て、仲良く学生生活を送ってください。祝福し期待
しています。
教育交流会会長

中川

光雄

大和商業高等専修学校ＰＴＡ
結する良い経験になればと思います。簿記検定と中
間試験が次の週に控えているので子供たちには良
い気分転換になることと思います。
更に6月には授業参観、7月には懇談会と保護者
がご自分のお子様をご覧になる機会があります。こ
の機会にぜひ学校まで足を運んでください。
6月1日
（水）には、P TA総会が行われます。今後と
もPTAの活動にご協力の程よろしくお願いします。
2学年

PTA役員一同

都筑ヶ丘幼稚園父母の会
本年度、微力ながらも父母の会会長を務めさせ
て頂きます。保護者の皆様方のご理解、ご協力を
頂きながら子ども達が楽しく実りある園生活が送
れるように活動してまいります。
1 年間よろしくお願い致します。
父母の会会長

藤野

博子

平成 28 年 5月 〜 7月行事予定表
柏木学園高等学校
5/2-31 三者面談（ 3年）

柏木実業専門学校

第1回オープンキャンパス
全経電卓計算能力検定
5/29 全経簿記能力検定
5/17 中間試験日程発表
5/30-6/2 校内スポーツ大会
5/18 生徒総会
6/5
ビジネス電話実務検定
5/22 全経電卓検定全経簿記検定
6/9
創立記念日
6/11 サービス接遇実務検定
5/24-27 中間試験
6/12 日商簿記検定
5/27 母校訪問（ 1年）
6/18 秘書技能検定
5/28 後援会バス研修旅行
6/26 産能大科目修得試験
5/29 全経簿記検定
7/2
全経文書処理能力検定
6/1
衣替え
リテールマーケティング（販売士）検定
7/9
体育祭予行演習（ 5限）
7/10 全経簿記能力検定
6/2
体育祭予行演習（午前）、準備（午後） 7/16 全経電卓計算能力検定
7/20 校内スピーチ・カラオケコンテスト
6/3
体育祭
7/22 夏季終業式
6/4
実力診断（ 1・2年任意）
総合学力マーク模試（ 3年任意） 7/23 第2回オープンキャンパス
全経コンピュータ会計能力検定
6/5
東部フェスタ
7/25-26 仕事のまなび場
6/6
体育祭予備日
7/30 柏木学園同窓会・教育交流会総会
6/6-27 教育実習開始
5/7

6/9

5/21

後援会総会・役員会

創立記念日

研修センター

大和商業高等専修学校
5/2

3学年保護者説明会

5/6

生徒総会

5/18

委員会の日

5/19-20 検定特別授業5・6限
5/21

全経電卓検定

5/23

検定特別授業5・6限

5/25

体育祭

5/26

体育祭予備日

5/26-27 検定特別授業5・6限
5/29

全経簿記検定

5/30

1年生中学校訪問

5/30-6/2 中間テスト
専門体育館使用
6/1

PTA総会

6/2

美化デー

6/8

委員会の日

6/9

創立記念日

6/12

英語検定・日商簿記検定

6/10

第1回実用英語技能検定（午後）

6/13-18 あいさつ週間

6/11

公開授業・保護者会

6/18

授業参観

6/19

秘書検定

6/20

振休

6/24

生徒集会

6/28

2年生中学校訪問

5/10-12 （県委託訓練）
簿記パソコン事務科
医療調剤介護事務・PC科
6/12 日商簿記検定
介護職員初任者研修科
6/13 公開授業代休
7月生コース説明会・見学会
6/27 期末試験日程発表
5/23 （求職者支援訓練）
7/4-7 期末試験
医療・調剤・介護事務PC科
3月生 医科医療事務検定
7/9
総合学力模試（ 3年任意）
5/25 （求職者支援訓練）
7/10 全経簿記検定
医療・調剤・介護事務PC科
7/9
履修ガイダンス
3月生 職業人講話
試験返却
（株式会社ソラスト 横浜支社）
7/11 試験返却
6/20 （求職者支援訓練）
7/12 進路行事（ 1年）
医療・調剤・介護事務PC科
7/13 進路行事（ 2年）
3月生 調剤事務検定
保健講話（ 1年）
6/21 （求職者支援訓練）
7/14 進路講座（ 3年）
医療・調剤・介護事務PC科
3月生 修了式
7/15 履修ガイダンス
医療・調剤・介護事務PC科
7/16 全経電卓検定
3月生 介護事務検定
7/18 私学展
6/27・29・7/1
7/19 薬物乱用防止教室（ 2年）
（県委託訓練）
指定校推薦ガイダンス（ 3年）
簿記パソコン事務科
7/20 終業式
医療調剤介護事務・PC科
介護職員初任者研修科
7/21-8/29 夏期休業
9月生コース説明会・見学会
7/21-8/5 再履修講習
7/5 （県委託訓練）
7/21 後援会役員会
簿記パソコン事務科
7/22 職員普通救急救命講習
医療調剤介護事務・PC科
7/25-29 夏期講習1期
介護職員初任者研修科
7月生 入校式
7/29 ミニ説明会（オープンスクール）

○学園本部：高村・細川
○柏木高校：岩瀬・佐藤（弘）
○柏木実業：伊藤（史）
・小澤・新美・齋藤

ボランティア活動日
6/28-7/1 期末テスト
7/1

PTA研修旅行・美化デー
第2期分納入金締切

7/4-8 検定特別授業
7/10

全経簿記検定

7/11

ワープロ・デザイン・

7/12

情報処理・プレゼン・

7/13

委員会の日

スピード検定
HP検定
7/14

保護者会

7/16

全経電卓検定

7/18

高等専修学校展

7/19

大掃除

7/20

終業式・全国大会壮行会

7/23

コンピュータ会計検定

都筑ケ丘幼稚園
5/2
5/9
5/10
5/11
5/16
5/17
5/18
5/19
5/20
5/23
5/24
5/28
5/30
5/31
6/1

月謝引き落とし日
参観日（年長）
参観日（年中）
参観日（年少）
内科検診、北部療育講演会
役員会
面談日
歯科検診
クッキング保育（年長）
内科検診
避難訓練、総会
親児の会
夕涼み実行委員会、お楽しみ会
誕生日会（ 5月）
月謝引き落とし日
虫歯予防集会、衣替え
6/2
横浜開港記念日
6/3
遠足
6/6
誕生日会（ 6月）
スマイルクラブ
6/7
地域開放事業、航空写真
6/8
都筑区新任研修会
6/9
創立記念日
6/10 遠足予備日
6/13 ケータリング（年長）
地域開放エアロビ、役員会
6/14 航空写真、避難訓練
6/15 ダディー＆マミー
6/16 歯科検診
6/17 プール開き
6/19 参観日
6/20 参観日振替休日
6/21-24 個人面談、午前保育
6/27 夕涼み実行委員会
6/28 クッキング保育（年中）
6/29 横浜市幼稚園大会
7/1
月謝引き落とし日
7/4
講演会聞かせや〜
スマイルクラブ
7/5
誕生日会（ 7月）
7/6
七夕会、七夕親子製作
7/7
避難訓練
7/8
クッキング保育（年少）
7/11 誕生日会（ 8月）
7/12 入園説明会
7/13 面談日
7/18 休園
7/19 終業式、午前保育
7/20 夕涼み会
7/25-26 お泊り保育（年長）
7/27-28 お泊り保育予備日（年長）

全関東簿記電卓競技大会

7/25-27 全国高等専修学校体育大会

学 園 本 部
5/17
5/26
5/30
6/9

現況調査
監事監査
役員会
創立記念日

○大和商業：大友・青木・榎本・坂場・大石・岩城
○幼稚園：中世古・天野・柴村・北畠・山口・西山

