
11 月の園だより
あおぞら保育園　平成 28 年 11 月号

１(火 ) 芋煮会
２(水 ) にじいろワークショップ
14( 月 ) 保健指導 (ことり )
15( 火 ) 保健指導 (はな )
16( 水 ) 幼児体育指導
17( 木 ) 保健指導 (つき )
    　　避難訓練
18( 金 ) お誕生日会
21 ～ 25 身体測定週間
22( 火 ) 0 歳児健診

11 月の予定

　 保護者懇談会
２(水 ) ひよこ組
４(金 ) ぺんぎん組

 保育参加・懇談会
８(火 ) うさぎ組
９(水 ) ことり組
10( 木 ) はな組
11( 金 ) つき組

３(土 ) 保育展
６(火 ) にじいろワークショップ
９(金 ) お誕生日会
14( 水 ) 幼児体育指導
16( 金 ) おもちつき
17( 土 ) 大掃除
21( 水 ) 調理保育 (つき )
29･30   年末保育 (要申し込み )

おしらせ

 園長の岩木ですが、2週間程度の
入院予定でしたが、入院期間が延
びたため引き続きお休みを頂きま
す。園長不在の間、職員一同一丸
となって保育園を運営して参りま
す。ご迷惑等おかけしますがよろ
しくお願い致します。

●ひよこ
 先日は、 運動会へのご参加ありがとうございました。
 ひよこ組のみんなはすっかり食欲の秋。 「○○ちゃん
は？」 「あら、 もうイスに座っているのね」 と、 手を洗っ
たら食事スペースへ行き座って待っています。 食事やおや
つの前に保育士の歌う歌にも手を叩いて大喜びです。 ス
プーンを使うことにも興味が出てきて、 口に運ぼうと一
生懸命な姿も見られます。 まだまだ手掴み食べが大切な
時期なので、 やってみたい！という気持ちを大切にし、
無理せずゆっくりと進めています。
 日中はカートに乗ってお散歩へ。 飛行機、 葉っぱ、 犬を
見かけ 「あー！」 「ごー」 「ぱっぱ」 「わんわ」 と大はしゃ
ぎです。 「○○いたね」 と言うと 「○○！」 と、 ことば
の真似をするのが楽しい様子です。 カートの中は毎日とっ
てもにぎやかです。 少しずつ寒くなってきますが、 歩くこ
とが上手になった子は順番に手を繋いで歩いたり公園へ
出かけたり、 外遊びも楽しんでいきたいと思います。

●ぺんぎん
 先日は、 運動会へのご参加ありがとうございました。 子
どもたちが頑張っている姿を見て、 ４月から大きく成長し
ていると感じました。
 運動会がお終わって、 ますますお喋りが盛んになったぺ
んぎん組さん。 「これな～に？」 「○○だよね」 「○○い
たね」 等、 保育士やお友だちとのやりとりを楽しんでい
ます。 また、「かして」 「いいよ」 「いまつかってるからまっ
ててね」 等のやりとりも出来るようになってきました。 お
店屋さんや、 お医者さんなどのごっこ遊びの中でも、 「い
らっしゃいませ～」 「おくすりですよ」 と盛り上がって遊ん
でいます。 「お熱があるみたいだからお薬もってきてくれ
る？」 と子どもたちに言うと、 すぐに持ってきてくれる優
しいぺんぎん組のお友だち。 そしてお人形に飲ませたり、
お布団に寝かせてトントンしている姿がとても可愛らしい
です。
 お散歩では、カートを使わずにお友だちと手をつないで、
長い距離を歩けるようになってきました。 また、 途中で転
んでしまっても泣かずにいられたりと、 とってもお兄さん
お姉さんです。 11 月も色々な公園に歩いて行き、 秋なら
ではのどんぐりや落ち葉拾いを楽しんでいきたいと思いま
す。

●うさぎ
 先月はあいにくのお天気の中、 運動会にご参加いただき
ありがとうございました。 お家の人と離れて寂しいのを、
お兄さんお姉さんだから！とグッと我慢して 「ママとパパ
あそこにいるのー。 見てるかな？」 と先生たちのもとへ。
不安そうな表情を見せる子もいましたが、 曲が流れると
かわいく踊る姿に担任も安心し、 成長した姿に感動しまし
た。
 また 10 月は、 リュックにお弁当と水筒を入れて、 田ノ上
公園まで３０分かけて歩いて園外保育に行きました！はじ
めての公園に到着し、 頑張ったみんなにアンパンマン
ジュースを･･･と思ったら遊びたくてうずうずしている姿
に思わず笑ってしまいました。 公園で思いっきり遊んでい
ると思ったら 「おなかすいたー」 「お弁当食べたい」 でし
た！やっぱりみんなの 1番のお楽しみはお弁当です！お
弁当を開けると 「せんせーみてー」 の大合唱。 お家の人
が作ってくれたお弁当に胸もお腹もいっぱいで、 みんな
大満足でした。 ご用意ありがとうございまいた。

●ことり
 先日の運動会では天候にも悩まされましたがご参加い
ただきありがとうございました。 消防士では雨で一時中
断となってしまいましたが、 子どもたちの集中が切れず
一生懸命の表情に担任も感動しました。 終わった後も 「上
手だった？」 「ママ ・パパあそこにいたよ！」 と興奮し
て話してくれる姿が印象的でした。 それもお家の方のた
くさんのご協力 ・応援のおかげです。 本当にありがとう
ございました。
 そして、 先月は遠足で田ノ上公園に行きました。 リュック
に大切なお弁当を入れて出発！いつもより長い距離を歩
き、 公園では初めての遊具に目をキラキラさせながら遊
ぶことり組。砂場の小さい扉が大人気で、「ピンポーン」「お
はいりくださ～い」 「ちょっといま留守なんですよ！」 と、
お家ごっこを楽しんでいました。 でもやっぱり楽しみはお
弁当だったようで、 「お弁当食べたいなー」 と口々に言っ
ていました。 お弁当は胸いっぱいでなかなか手がつけら
れない子もいましたが見せ合いながら楽しく食べていま
した。 子どもたちにとって楽しい遠足の思い出になってい
たら嬉しいです。 お弁当の用意ありがとうございました。
 来月は、 秋の自然を感じながら散歩を楽しみたいと思い
ます。

●はな
 今回の運動会は天候に悩まされ、体調も心配しましたが、
子ども達の 「何事にも挑戦できる姿」 を見る事ができま
した。 その後も 「たのしたった」 「もっと踊りたかった」
という子ども達の声がたくさん聞かれました。 お家の方
にはご心配をおかけしましたが、 沢山の応援ありがとう
ございました。
 先月、 大根の種を植え、 お当番の水やりが始まりました。
芽が出て大きくなった頃、 皆の希望で芽に名前をつける
予定ですので、 聞いてみてくださいね。 生活では、 姿勢
に意識を持つ子どもが増えてきました。 「かっこいいよ。」
と言うと、 周りの子ども達も 「ピッ」 となります。 褒めら
れると嬉しいですよね。 11 月も楽しい行事が沢山ありま
すので、 季節を感じながら活動をして行きたいと思いま
す。

●つき
 先月はお忙しい中、 運動会にご参加頂きありがとうござ
いました。 悪天候の中でも、｢雨やめー！！｣と心を強くも
ち、 格好良さを発揮していた姿はとても輝いていました。
｢沢山お客さんがいて力がでた！｣と、 お家の人の前で大
きくなった姿を見せられたことを何より喜んでいた子ども
たちです。 毎日の温かい励まし、 そして当日の沢山のご
声援本当にありがとうございました。
 運動会後は卒園証書作りを進めています。 紙すきのた
めの作業に興味津々！ジュースの紙パックを切ったり、 こ
まかくちぎっていくのですが、 量が沢山あっても｢もっと
できるよー！｣とみるみる進めてくれていてとても頼もし
いです。 いよいよ紙すきにも取りかかり、完成間近ですよ。
 そして、 楽しみにしていた浅間山への遠足も無事行くこ
とができました。 登り口の｢イノシシ注意｣の看板にちょっ
ぴりドキドキの子どもたちでしたが、 山道に冒険心をくす
ぐられ、 すぐにワクワクした表情に！笑顔いっぱいにたっ
ぷり遊んでくることができました。
 今月は子どもたちが楽しみにしている保育参加に、 懇談
会があります。 保育園での楽しい思い出がまた１つ増える
機会となるよう、 現在計画中です。 皆様のご参加お待ち
しております。

はむら保育展

　 ●12/3( 土 ) 10:00 ～ 16:00
会場：羽村市生涯学習センター『ゆとろぎ』

 はむら保育展は、羽村市内にある保育園が
普段の様子を広く皆様に紹介するイベントで
す。ぜひご家族の皆様でのご来場をお待ちし
ています。

おもちつき つき手募集 !!

 12 月 16 日 ( 金）に、毎年恒例のおもち
つきを行います。今年も保護者の皆様の

つき手を募集します。後日、お手紙にて
詳細をお知らせ致しますので、お時間の
ある方はぜひご参加ください。

　日に日に秋の深まりを感じる季節になりました。

　運動会では天気に振り回されながらの開催となって

しまいましたが、保護者の皆様、町内会の方々のご協力、

そして、何があっても最後まで諦めずにやり遂げよう

とする子ども達の強い気持ちに支えられ、終えること

ができました。心より感謝申し上げます。

　心も体も一段とたくましくなった子ども達と一緒に、

この季節ならではの経験を思う存分楽しみたいと思い

ます。

 １１月８日はごろ合わせで「いい歯の
日」として、日本歯科医師会によって制
定されました。「８０歳になっても自分
の歯を２０本保とう」う「８０２０運動」
の一環です。１本１本ていねいにみがく
こと、何日かに１回はしあげみがきをす
る、定期的に歯の検診に行くなど、歯に
関心を持ち、大切にしていきたいですね。

　毛先が開いた
歯ブラシでは、
歯の汚れを落と
すことができま
せん。1ヶ月に
1回程度点検し
て、毛先が開い
ていたら交換し
ましょう。歯や
歯茎を痛めない
ように力を抜い
て、1本 1本て
いねいに磨きま
しょう。

秋の全国火災予防運動
　　　　毎年１１月９日～１５日の期間には、火災予防運動が行　
　　　なわれます（一部地域では、気候により日程を変更して実施）。
空気が乾燥して火災が起こりやすくなる時季です。おうちでは、こ
たつ・電気カーペットやファンヒーターなどの使用年数やコンセン
ト部分の破損を確かめ、安全を確認しましょう。ほこりが付いてい
たら、みんなで掃除をするのもいいですね。




