
10 月の園だより
平成 27 年度　10 月号　　あおぞら保育園

 さわやかな秋風に、日一日と秋らしさを感じられるよう

になりました。

 運動会を間近に控え、幼児クラスの子どもたちは長雨や

シルバーウイークの合間をぬい、かけっこやダンス、競

技などの練習に真剣に取り組んでいます。やる気ある一

生懸命な姿に成長を感じます。 当日は自分らしく存分に

その成果を発揮してくれることと思います。保護者の皆

様は、これまでの子ども達のがんばりに、笑顔と拍手で

の応援をよろしくお願いします。

 また、乳児クラスの子どもたちもお兄さんお姉さんに負

けず、ゴールに向かって走ったり、可愛らしく踊る姿は

本当に微笑ましく思わず笑みがこぼれてしまいます。

ぜひ当日をお楽しみに !! 

 １０月は活動しやすい季節となり、天気のよい日は、戸

外遊びや散歩に出かけます。虫や落ち葉、木の実などえ

を探したり、見つけたり触れたりして秋の自然を楽しみ

たいと思います。

３(土 ) 運動会

10( 土 ) 運動会 (雨天順延時 )

14( 水 ) 交通安全教室

15( 木 ) 秋の健康診断

16( 金 ) 避難訓練

13 ～ 16 身体測定週

19 ～ 23 鼻のかみ方指導

　　　　　（2歳～ 5歳）

19 ～ 23 羽村 1中 職場体験

23( 金 ) 園外保育

26( 月 ) 体育指導（3歳～ 5歳）

26 ～ 30 羽村３中 職場体験

27( 火 ) 絵画指導（4，5歳）

28( 水 ) 誕生日会

28 ～ 29 視力検査 (4.5 歳児対象 )

30( 金 ) 芋掘り ( 年間予定変更 )

４(水 ) 芋煮会

12 ～ 16 手洗い指導 (3 歳～ 5歳）

17( 火 ) 絵画指導 (4、5 歳）

18( 水 ) 体育指導 (3 歳～ 5歳）

16 ～ 20 身体測定週

19( 木 ) 避難訓練

20( 金 ) 誕生日会 

28( 土 ) はむら保育展

●ひよこ組
 ９月は、お忙し中引き渡し訓練のご参加ありが
とうございました。一人で歩いたり、伝い歩き
をしたりと活動範囲が広がってきました。でも
9月初旬の長雨でなかなか外に出られずウズウ
ズしているひよこ組さん。やっと心地よい風が
吹き始め、毎日の散歩を楽しみにしています。
 １０月３日は、いよいよ運動会ですね。グラウ
ンドで練習するお兄さんお姉さんを見ては、両
手を振って応援したり、曲に合わせて、自分た
ちも一緒にダンスをしているかのようにノリノ
リになったり、とてもかわいい姿を見せてくれ
ます。当日は親子競技でも、とっても可愛い姿
を見せてくれると思います。
 朝、晩、涼しくなっていますので、体調を整え
て、今月も楽しく過ごしたいと思います。

●ぺんぎん組
 先月は本当に秋の長雨で、お散歩好きのぺんぎ
ん組＆担任一同は、毎日窓の外を眺めては「今
日も雨だね～」とつぶやいていました。久しぶ
りにお散歩に出ると、キンモクセイの花の香り
があちこちからしてきて、「いよいよ秋！運動会
の季節だよ！！」と話しながら「エイエイ
オー！！」とうんどうかいのうたを歌っている
みんなです。
 さて、ぺんぎん組の運動会、初めてパパやママ
と離れての参加です。踊りが大好きなみんなで
すが、当日は雰囲気に負けて泣いてしまうかも
しれないけれど、アンパンマンに変身して、バ
イキンマンをやっつけに行く、ちょっとしたス
トーリーになっています。かわいい姿をぜひ楽
しみにしていてください。運動会が終わったら
遠足もあります！お散歩にたくさん出掛け、ド
ングリ拾いや落ち葉あそびなど、秋の自然にた
くさん触れていきたいと思います。

●うさぎ組
 もうすぐ運動会！子どもたちも「かけっこする
の」「じょうずにおどれたよ！」と毎日楽しくあ
そびながら練習しています。沢山の人の前では、
はずかしくて、もじもじしていることの多い子
どもたちですが、クラスの練習では楽しそうに
笑顔で踊ったり、思いっきり走ることもできる
ようになりました。当日をお楽しみに ?
 過ごしやすい気候になってきて、散歩に行く回
数も増えてきました。手をつないで歩く事にも
慣れ、「○○ちゃんのうしろ」と気にして列を直
そうとする子も出ています。少しずつ歩く距離
を延ばしていき、色々な公園に行けたらと思い
ます。

●ことり組
 少し肌寒い日も出てきましたが、まだまだ日中
は、半袖で元気よく走りまわっている子どもた
ちです。９月から給食後の歯磨きを始めました。
歯ブラシに自分マークをつけると、ウキウキし
ながら探し当てています。毎日一人ちびっ子先
生をお願いし、前歯、上の歯、下の歯、奥歯と
１０回ずつ、真似しながら磨いています。”ピカ
ピカになったお友達？”と尋ねるとほとんどの
子ども達が自信満々に「はーい！！」と答えて
くれます。
 いよいよ運動会です！毎日の練習後は、「つか
れちゃった～」「頑張ったからおなかが減った」
等の声が聞かれるほど、とっても頑張っていま
す。本番は、緊張してしまうかもしれませんが、
温かい目で見守ってください。

●はな組
 運動会が楽しみで、ドキドキワクワク！毎日練
習に取り組んでいます。今年は退場門やマラカ
スなどを子ども達と手作りしながら準備を進め
ています。当日の子どもたちのがんばりに加え
て、準備、練習のための努力にも温かい励まし
をお願いします。
 また秋の自然を発見しに行くお散歩にも沢山出
掛けたいと計画中です。夏前に行った多摩川に
も再び行き、季節の移り変わりを楽しめたらと
思います。
体調を崩しやすくなる時期なので、ご家庭と連
絡を取りながら元気に過ごせるようにしていき
たいと思います。

●つき組
 ９月５日の落成式には、ご協力いただきありが
とうございました。つき組のソーラン節が華を
添え無事終えることが出来ました。ちょっとし
たハプニングもありましたが微笑ましいエピ
ソードとなりました。
 そしていよいよ運動会目前！
子ども達は日々「ソーランやりたい」とやる気
満々。低い姿勢を維持すること、元気よく声を
出すこと、そして心を一つにして合わせること
を意識して練習してきました。もちろんこのこ
とは組み体操にも共通しています。「心を一つに」
ひとりひとりが一生懸命取り組むことを目標に
頑張ってきました。練習中は「大丈夫？」と声
をかけ合い、息を合わせて取り組む姿も見られ
ました。その練習の成果をゆっくりご覧いただ
けたらと思っています。
 運動会後は、スポーツの秋、食欲の秋、園外に
出掛けたり、沢山体を動かし、おいしく食べ、
楽しく秋を満喫したいと思っています。

11月
５(木 ) ひよこ  　懇談会

６(金 ) ぺんぎん  懇談会           

10( 火 ) うさぎ　　参加・懇談   

11( 水 ) ことり    保育・懇談

12( 木 ) はな　　　保育・懇談

13( 金 ) つき      保育・懇談

保育参加・懇談会日程

　ひよこ組以外の
クラスは、園外保
育を計画していま
す。詳しい内容、
行き先・持ち物な
どは、後日おたよ
りにてお知らせし
ます。

園外保育について

ハロウィン

キリスト教の記念日 「万聖節」 の前夜祭で、 秋の収穫を祝い、 悪霊を追い

出すお祭りです。 古代ケルト民族の風習が起源とされます。 古代ケルトでは、

11 月 1日が新年で、 その前夜に祖先の霊が訪れると信じられていました。

悪霊は子どもたちをさらったり、 作物や家畜にも悪さをするとされ、 魔除け

の火を焚き、 仮面をかぶって追い払いました。

ハロウィンって？

カボチャをくり抜いて作った明かり、 「ジャック ・ オー ・ ランタン」 を頼りに

精霊は集まり、 悪霊は退散するといわれています。 実際にカボチャをくり抜

いて作ってみても楽しいですよね。

ジャック・オー・ランタン？

カボチャの意味は？

カボチャには 「お守り」 の意味があり、 カボチャの提灯は 「霊たちから守っ

てくれる番犬」 のような役割を持っているそうです。 また、 カボチャにともす

ろうそくは、日本と同じで 「親族の霊を迎え入れるための目印」 だそうです。

この提灯を作る風習はもともとイギリス地方で始まったそうですが、 最初はカ

ブの中身をくり抜いて提灯にしていました。 カボチャになったのは、 ハロウィ

ンがアメリカに渡ってからだそうです。 理由は、 アメリカにカボチャがたくさん

あったらから。 ちなみに、 アイルランドでは今でもカブを使っているそうですよ！




