
１(水 ) にじいろワークショップ
        懇談会 (ぺんぎん )
２(木 ) 芋煮会
７(火 ) 参加･懇談会 (うさぎ )
８(水 ) 参加・懇談会 (ことり）
９(木 ) 参加・懇談会 (はな )
10( 金 ) 参加・懇談会 (つき ) 
13( 月 ) 保健指導 (ことり )
14( 火 ) 保健指導 (はな )
15( 水 ) 幼児体育指導
16( 木 ) 保健指導 (つき )
　　　　0歳児健診
　　　  避難訓練
17( 金 ) お誕生日会
20 ～ 24 身体測定週間
25( 土 ) 保育展

５(火 ) にじいろワークショップ
７(木 ) 避難訓練
８(金 ) おもちつき
11 ～ 15 身体測定週間
13( 水 ) 幼児体育指導
15( 金 ) クリスマス・お誕生日会
16( 土 ) 大掃除
20( 水 ) 調理保育 (つき )
29・30 年末保育 (要申し込み )

はむら保育展

 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。
 あおぞら保育園は、太陽の子保
育園と合同で『ジャージャー麺』
を販売します。今年度は、保育
士の刈谷怜香が 345 歳児のお部
屋を担当します。園紹介のパネ
ルや栄養士･看護師のブースもあ
ります。是非ご家族の皆様での
ご来場をお待ちしています。

１１月の園だより
あおぞら保育園 平成 29 年度 11 月号

 12 月 8 日 ( 金 ) に、毎年恒例のおもち
つきを行います。後日、お手紙にて詳細
をお知らせいたしますので、お時間のあ
る方は是非ご参加ください。

おもちつき　つき手募集！！

 日中のぽかぽかとしたお日さまがより温かく感じられるほど、
朝晩の冷え込みに晩秋の気配が深まる頃となりました。子ど
もたちは寒さより色とりどりの落ち葉やドングリなどをうれ
しそうに集めたり、ちぎったりして、それぞれの遊びを見つ
け楽しんでいます。秋の自然は子どもたちにとって宝の山で
すね。
 先日の運動会では、お忙しい中たくさんの方にご参加いただ
きありがとうございました。今回は残念ながら、青空の下で
開催できませんでしたが、子どもたちの頑張りに助けられ、
体育館での運動会を無事に終えることができました。子ども
たちにとっては場所ではなく、誰に見てもらうかが大事なの
ですね。客席が近いため緊張して泣き出す子、固まる子、テ
ンションの上がる子と様々でしたが、どの子も保護者の方に
かっこいい姿を見てもらおうと本当によく頑張っていたと思
います。子どもたちの真っ直ぐで真剣なまなざしはステキで
す。このきれいな目を大切に次の行事へとつなげていけるよ
う、全職員でこれからも応援していきます。

●運動会保護者アンケート集計結果
 保護者の皆様、先日はアンケートにご協力いただきありがとうございました。

◆雨天の為グラウンドにて開催できなかったのは残念でしたが、スポーツセンター
　での開催でも楽しかった。思い出に残る運動会となった。また、前日の早い段
　階での判断はとても助かる。反対に翌日や翌週でもいい、時期をずらしグラウ
　ンドで開催して欲しい等のご意見を頂戴しました。
　→園内の年間行事や学校行事との兼ね合い、また、グラウンドは地域の方々や、
　　他の幼稚園も使用する為、毎年調整を行っています。以上のことから運動会
　　時期の変更等は、難しい現状です。
◆９時半より早く入場したい。並んでいても意味があまりなかった。
　→スポーツセンターの開場は 8:40 です。8:40 過ぎに物品の搬入・会場設営が
　　始まる為、今年度は入場時間を 9時半としました。次年度以降は、準備の短
　　縮を図ったり、会場の外で並んでいただく際、十分な配慮ができるよう検討
　　させていただきます。
◆隣の園の放送が聞えてきて、聴き取りづらかった。司会のアナウンスが反響し
　ていた。
　→音響機材は、スポーツセンターの物を使用しており、施設側より音量を上げ
　　ると余計音が反響してしまうと伺っておりました。また、当日は 2園合同だっ
　　た為、双方の会場で音が反響していました。
◆カーテンを開けて明るい雰囲気で運動会を開催して欲しい。隣の会場は、開け
　ていた。
　→窓など防犯上、開閉不可と施設側より伺っておりました。次年度、再度確認
　　をさせていただきます。その後、適切な方法で開催させていただきます。
◆乳児のかけっこがなかったのが残念だった。
　→体育館での開催のため、安全面を考慮し今年度は中止とさせていただきまし
　　たが、ご要望も多くありましたので、次年度以降再検討させていただきます。

●ひよこ
 運動会へのご参加ありがとうございました。初
めての体育館でも「ここはどこ？でも何だか楽し
いの～」とばかりに走ったり、笑っていたのが印
象的なみんなでした。
 最近は天気があまり良くない為しばらくお部屋
遊びが続いています。ブックラウンジやホールに
出て遊んでいるのですが、ボールを追いかけ、柱
の陰に隠れて「バーァ」と出てきたりと楽しそう
です。雨が止んだらお散歩にたくさん出かけて、
どんぐりを拾ったりきれいな葉っぱを見つけたり
したいと思います。

●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。
 遠足の日には久しぶりにぺんぎん組全員集合と
なりました。お家の方に作って頂いたお弁当を食
べることができ、遠足気分を味わうことができま
した。初めての水筒に子どもたちもとても嬉しそ
うで、たくさん飲んでいました。
１０月は雨の日が続きましたが、お部屋でピアノ
の音に合わせて体を動かす遊びをたくさんしまし
た。初めは「なんだろう～？」と見ていた子もい
ましたが、続けていくと真似っこをして、ぞうさ
んやうさぎさんになったりして、表現することを
楽しんでいました。また、体操やダンスなどにも
ノリノリの子どもたち。これからも取り入れてい
きたいと思います。
 １１月は、公園に出かけ、最近興味が出てきた
固定遊具にも挑戦したり、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
 先日の運動会は、初めての体育館でしたがとて
も頑張っていた子どもたち。お家の方と離れる際、
少し涙を流してしまう子もいましたが、｢抱っこし
てくれる？｣｢ママたちあそこにいる！｣と寂しい
のをグッとこらえていました。曲が流れるとうさ
ぎ組さんらしいかわいい姿を精一杯見せてくれ、
担任もホッと胸を撫で下ろし感動しました。成長
した子どもたちの姿をお見せすることができたの
ではないかと思います。
 そして、１０月は園外保育の予定でしたがあい
にくの雨のため、特別に普段は入れない保育園の
お部屋を大冒険をしました。｢いいの？｣とそーっ
と覗く姿がかわいらしかったです。そして子ども
たちの何よりの楽しみはお弁当で、｢お弁当はま
だ？｣と何度も何度も聞いていました。お弁当を
広げるとその日一番の｢わー !!｣という大歓声でし
た。お家の方が作ってくれたお弁当に胸もお腹も
いっぱいでした。お弁当のご用意ありがとうござ
いました。

●ことり
 運動会ではたくさんのご声援をありがとうござ
いました。当日は少々どきどきした様子で保護者
席をキョロキョロ見る子どもたち。競技が始まる
と一気にやる気スイッチオン。子どもたち一人ひ
とりが良い表情で一生懸命取り組む姿に成長を感
じ、感動しました。
 子どもたちが楽しみにしていた遠足も雨となっ
てしまいましたが、保育園内の所々に折り紙の動
物たちを隠し、2グループに分かれて探検ごっこ
をしました。「あっちにサルがいたよー！」「みつ
けたー！」と子ども同士で声を掛け合いながら見
つけ出し、動物の顔を描いたりシールを貼って楽
しみました。お昼が近づくに連れ、「お弁当食べ
たーい！」と言う子どもたち。お弁当を開けると
みんなで見せ合いっこが始まり、本当に嬉しそう
に頬張っていました。お忙しい中、ご用意頂きあ
りがとうございました。
 11 月は体力作りを兼ねて、少し遠い公園にも出
かけ楽しく過ごしたいと思います。

●はな
 先日の運動会では、初めての体育館にもかかわ
らず、いつも以上の力を出してくれた子どもたち。
「楽しかった！」の声が何よりも嬉しかったです。
ご協力・応援ありがとうございました。
 楽しみにしていた遠足は雨となり行けませんで
したが、はな組は子どもたちが作ったハロウィン
の仮装をして「ハロウィン大冒険！」を行いまし
た。いろんなお部屋にお邪魔したり、いつも入れ
ない会議室などに入りワクワクしている子どもた
ち。最後はミッションをクリアするために、普段
はベッドが収納してある部屋にドキドキしながら
入りました。その後は皆でその部屋でおやつを食
べたり、ゲームをしたりと楽しい時間を過ごしま
した。お家の方が作ってくれた愛情たっぷりのお
弁当を「見て～！」と見せ合い、嬉しそうな表情
が印象的でした。お弁当のご用意ありがとうござ
いました。
 11 月は散歩などに出かけ、季節を感じながら過
ごしていきたいと思います。また、寒くなってき
ますので衣服の調節も子どもたちとして、元気に
過ごしていきたいと思います。

●つき
 先月は、運動会で立派な姿を見せてくれた子ど
もたち。体育館での開催となり、ご不便なところ
もあったと思いますがご協力、ご声援ありがとう
ございました。遠足も天候に恵まれませんでした
が、宝探しゲームでは、チームで頭脳を使って協
力合い、苦戦しながらもクリアし、達成感を味わっ
た笑顔は、とても素晴らしいものでした。
 今月は、保育園最後の保育参加と懇談会があり
ます。保育参加は、子どもたちと一緒に企画し、
思い出に残るような一日にできたらと思います。

＊平成 30 年度 保育園入園のしおりを配布します＊

　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 11/1 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 ( 提出は
羽村市役所子育て支援課保育・幼稚園係窓口 12/1 ～ 12/14)。
　保育園変更を希望する方に「保育園変更願」も配布しています。
　次年度以降継続して保育園をご利用する方への「継続申請書」は 1月
中の書類受付予定となっています。

日時：11/25( 土 ) 
　　　10:00 ～ 16:00
会場：羽村市生涯学習センター

『ゆとろぎ』


