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11 月の予定 ●ひよこ組
 10 月はお天気にも恵まれ、ひよこ組さんにとっ
ては人生初の運動会がありました。みんな可愛い

「ちょうちょ」に変身し、頑張る姿を見せてくれ
ました。お父様、お母様ご協力ありがとうござい
ました。
 ひよこ組のみんなは、あんよ・伝い歩き、ハイハ
イでの移動が楽しくなり、お部屋でも活発に遊ん
でいます。園庭では 2 階まで階段を自力で登り、
すべり台にもチャレンジできるようになりまし
た。その分、食欲も旺盛になり、まさに食欲の秋
と言わんばかりに、もりもり食べています。
 今月も秋が深まり散歩にはもってこい！そして先
月に続き食欲の秋！たくさん食べて元気に過ごし
たいと思います。
 最後に、お子様たちの可愛い普段の様子を 11 月
5 日 ( 木 ) のひよこ組懇談会でお伝えできればと
思っております。楽しみにしていてください。

●ぺんぎん組
 暑い中でしたが、運動会へのご参加ありがとうご
ざいました。初めてパパ・ママから離れての運動
会。本番では、ドキドキするぺんぎん組さんでし
たが、アンパンマンになりきりダンスをする姿が
可愛かったですね。運動会の後も「アンパンマン
やる！」と、お部屋で踊っています。
 先月は、たくさんお散歩に出かけました。落ちて
いるドングリに目をキラキラさせるぺんぎん組さ
ん。ビニール袋にたっぷっりとドングリを入れて

「みてみて！」と見せてくれたり、「どんぐりころ
ころ～」と転がして遊ぶ子もいます。秋の自然に
たくさん触れて遊ぶことを楽しみました。
 寒くなってきたので体調を整えながら、今月もい
ろいろな公園で体を動かして遊び、冬に向けての
体力づくりをしていきたいと思います。

●うさぎ組
 運動会を終えて、よりお兄さんお姉さんらしく
なってきたうさぎ組さんです。
 「自分でできるよ！」という気持ちが芽生えてき
たようで、洋服を脱いだり、着たりすることがよ
り一層上手になってきました。保育士の「こんな
ことやってみようよ」という声掛けにもノリノリ
で真似ができるので、一人でできることがこの機
会にたくさん増えていくといいなと思います。
 秋はたくさんお散歩に行き、「歩く力をつけてい
こう！」と天気の良い日は園外に出ることも増え
てきました。遊具で遊ぶことはもちろん、秋なら
ではの自然物を使った遊びなどにも興味が持てる
ようにしていきたいです。

●ことり組
 今月は、ことり組さんがずーっと楽しみにしてい
た保育参加があります。「お店屋さんごっこ」を
当日保護者の方と一緒に楽しむ為に着々と準備を
進めています。品物づくりでは、ところどころ苦
戦しながらも「これ、おいしそうでしょ」「ここ
にこれをのせて～」など、イメージしながら楽し
んで取り組む姿が見られています。楽しみにして
いてくださいね。
 毎日、帰りの会で行っている発声練習に変化が見
られてきました。1 つずつ音階が上がっていくの
ですが、ピアノの音と一緒に上がっていけるよう
になってきました。「すごーい 上手になったね」
と声をかけると、次は張り切りすぎて叫び声に
なってしまいました…( 笑 ) 発表会の時には「素
晴らしい歌声」を披露できると思います。

●はな組
 運動会では、子どもたちの大きな成長を感じるこ
とができました。応援ありがとうございました。
 最近、体力をつけた子どもたちは河原や公園、そ
して動物公園へと遠いところまで出かけられるよ
うになってきました。
 先日のお弁当作りでは、お米を研ぐところから始
めましたが、なかなか手つきの良い子どもたちで
した。空のお弁当箱にごはんやおかずを詰めると
きは目をキラキラさせて「どこに入れようかな」

「ねぇねぇきれいでしょ」とうれしそうな顔。食
べてみると「わぁーごはんがホァホァしている」

「おいしー」と炊き立てのご飯に感激していまし
た。 11 月は体力作りもかねて、縄跳びに挑戦し
ていきたいと思います。また、お昼近くになると

「おなかすいたー」の声が…。食事を楽しみにし
ている子どもたちなので、食についてもお話をし
てきたいと思います。

●つき組
 気持ちの良い秋晴れの中、運動会を行うことがで
きました。ソーラン節も組体操も運動会当日が最
高の出来だったつき組さん。子どもたちの力はす
ごいと改めて実感し、少々目がウルウルしてし
まった担任たちです。そして保護者の皆様もおん
ぶ騎馬戦に親子リレーと、ご協力ありがとうござ
いました。ずっしりと重くなった子どもたちには、
成長を感じたのではないでしょうか。誰ひとり怪
我することなく笑顔で終えられたことに感謝して
います。運動会後も「ソーランやりたい！」と言
う子がいたり、跳び箱では 3 段を練習中だった子
が 5 段を跳べるようになったり、日々成長する子
どもたちです。卒園まで残り 5 ヶ月。どんな成長
を見せてくれるのかまだまだ楽しみです。自信を
持って小学校に入学できるよう見守っていきたい
と思います。
 10 月はたくさん園外に出かけました。園庭では
経験できない発見があり、子どもたちは目をキラ
キラさせながら楽しんでいます。今月も、色々な
ところに出かけ、深まる秋を全身で感じながら過
ごしていきたいと思っています。

 爽やかな青空が広がり、とても気持ちの良い日が続いてい
ます。先月の運動会にご参加をいただきありがとうござい
ました。保護者の皆様のご理解ご協力に感謝いたします。
保護者の皆様の温かな言葉、声援、拍手が子ども達の生き
生きと楽しむ姿に繋がりました。また、保護者の皆様とお
子さまの成長を喜び合う嬉しい一日となりました。これか
らも子どもたちの興味を広げながら、一人ひとりが楽しん
でやる気を発揮していけるよう取り組んでまいります。
 秋も深まり少しずつ冬の訪れが近づいてきています。真冬
に布団から抜け出せなくなってしまうなどその前に、早寝
早起きの習慣をつけていけるといいですね。夜は早めに電
気を消し、朝は早めにカーテンを開けお日様を浴びたりし
ながら、体内時計のリズムを調節していきましょう。

４(水 ) 芋煮会

12 ～ 16 幼児保健指導 

　　　　(手洗い )3 歳～ 5歳

17( 火 ) にじいろワークショップ

　　　　（絵画指導）

18( 水 ) 幼児体育指導 3 歳～ 5歳

16 ～ 20 身体測定週

19( 木 ) 避難訓練・0歳児検診

20( 金 ) 誕生会 

28( 土 ) はむら保育展

11 月保育参加 懇談会日程

５(木 ) ひよこ   懇談会

６(金 ) ぺんぎん 懇談会           

10( 火 ) うさぎ   参加・懇談会   

11( 水 ) ことり   参加・懇談会

12( 木 ) はな     参加・懇談会

13( 金 ) つき     参加・懇談会

３( 木 ) 避難訓練

８( 火 ) にじいろワークショップ

11( 金 ) おもちつき

16( 水 ) 幼児体育指導

14 ～ 18 身体測定週

18( 金 ) 誕生会 

19( 土 ) 大掃除

24( 木 ) 調理保育 ( つき組 )

29･30  年末保育 ( 要申し込み )

平成 27 年度 保育園入園のしおりを配布中です
 来年度 4 月以降に羽村市内の保育園に入園をご希望される方に対して

「保育園入園のしおり」「入園申込書」「勤務証明書」を 11/2 より配布

します。ご必要な方は保育園の事務所までお声かけください。また、保

育園の変更を希望される方に「保育園変更願」も配布しています。申込

期間は、12/1 ～ 12/14 の午前 8：30 ～午後 5：00 ( 土日について午前

11：45 ～午後 1：00 を除く ) です。提出は、子育て支援課保育・幼稚

園係窓口です。次年度以降継続して保育園を利用される方への「継続申

込書」は、11 月中旬頃より配布し、継続申請は来年の 1/6 ～ 1/22 を

予定しています。 (＊保育園での出張受付日はありません。)

 
 　　お知らせ･･･
佐藤千明保育士が先月入籍

し、富永千明と姓が変わり

ました。

第 21 回　はむら保育展

11/28( 土 )　10:00 ～ 16:00

 保育展は、羽村市内にある公立・私立の保育園が、普段の

保育の様子を広く皆様に紹介するイベントです。今年度の

あおぞら保育園・保育展担当は、ことり組の安藤里菜保育士。

園紹介担当は、山内涼子保育士です。ホップの会のコンサー

トには、岩木園長も参加します。模擬店は、太陽の子保育

園と「じゃあじゃあ麺」を出品します。ぜひ、ご家族の皆

様のご来場をお待ちしています !!

会場：羽村市生涯学習センター「ゆとろぎ」

千歳飴 もうすぐ七五三･･･

 千歳飴のように体が大きく伸

びるように、 千歳は１０００年の
意味もあり１０００年生きられます
ようにと、 子どもの長寿への願
いが込められていています。




