
 現在法人ではWEB環境のセキュリティ強化及び増強を行っています。

その一環としてメールサーバを変更し、メールアドレスについても整理

を行っています。つきましては、保育園にご連絡いただく際のメールア

ドレスを下記の通り変更させていただきます。保護者の皆様にはお手

数をおかけしますが、下記の通り登録メールアドレスの変更をお願い

します。

保育園連絡用メールアドレス変更のお願い

aozora-renraku@sunshine.ed.jp
ハイフン

●ひよこ

 雨の合間で砂遊びをしたり、 外気浴やお散歩に出か

けた先月。 はじめは子どもたちも慣れない砂の感触

に違和感があったようですが、 今ではすっかり砂場が

大好きになりました。 外にでる支度が済むと、 ハイハ

イやあんよで砂場へ一目散です。 沐浴もはじまり、

気持ち良さそうな表情を見るとこちらも嬉しくなりま

す。 みんな食欲も旺盛になり、 食べる量が増えたり、

ミルクの飲みが良くなりました。 自分で器を持ったり、

ほ乳瓶に手を添えるという姿も出ていています。 美味

しく楽しく離乳食を進めていきたいと思います。

 いよいよ夏本番の七月。 プール開きとなります。 ひ

よこ組はテラスで水に触ったり、 沐浴をしてさっぱりし

て暑い夏を乗り越えていきたいと思います。

●ぺんぎん

 梅雨でしたが、 雨がやんでいるときは公園やお散歩

にたくさんでかけることができました。 公園での遊び

方がわかってきて、 砂遊び以外にブランコに乗ったり

コンビネーション遊具の滑り台やトンネルも楽しめるよ

うになりました。 園に帰ってきてから入るタライプール

も楽しみの一つのようです。 室内では、 製作活動もし

ました。 七夕の飾りは初めて絵の具で指スタンプに挑

戦しました。 何だろう？いやだなぁ～。 それぞれ色々

な表情を見せていましたが、 上手にポンポン出来まし

た。 ぺんぎん組さんはプールが好きそうなので、 体

調や怪我に気をつけてたくさん入れるようにしていき

たいと思います。

●うさぎ

 ６月はたくさん泥んこ遊びをしたり、 お散歩に行きま

した。 また、 少しずつ歩くことが上手になってきて、

少し遠い公園にも挑戦し 「また来ようね！」 と歩くこと

を楽しんでいまず。

 そして、 うさぎ組で育てていたきゅうりの収穫をしま

した。 マヨネーズ、 味噌、 ツナ、 塩昆布など色々な

味で食べました。 いつもは苦手な子も、 皆で育てた

からか 「美味しい～♪」 とよく食べてくれて、 やっぱり

皆で育てたものは格別なんだなと感じました。

　７月からは待ちに待ったプールが始まります。 うさぎ

組になり、 少し大きいビニールプールに入るようにな

ります。 水遊びが大好きな子ども達なので、 たくさ

ん遊び、 水分補給をしっかりとりながら暑い夏も楽し

んでいこうと思います。

●ことり

 ６月は、 幼児クラスでのお店屋さんごっこがありまし

た。 保育参加で一足先に経験している子どもたちは

大きな声で 「いらっしゃいませ～！」 と言っていてお客

さんがびっくりするほどでした。 そして、 お金をもらわ

ないといけないというルールのためか、 お客さんが来

ると 「いらっしゃいませ～！お金ください！」 と、 しっかり

している子どもたちに思わず笑ってしまう職員でした。

  そしてもうひとつ、 『こうさくやさん』 がありました。

初めてのことに少しドキドキしていた子どもたちでした

が恐竜を作ろうというテーマに盛り上がり、 かっこいい

恐竜、 かわいい恐竜、 舌がでている恐竜など子ども

たちの思い描く恐竜を好きな素材で表現していまし

た。 クラスで行う製作とはまた違った楽しみが見つけ

られたと思います。

 ７月はいよいよプールが始まります。 大きなプールに

どんな反応を見せてくれるか今から楽しみです。 休息

もしっかり取りながら楽しい夏のスタートを迎えたいと

思います。

●はな

 お忙しい中保育参加、 懇談会にご出席いただきあり

がとうございました。 アンケートトークでは貴重なお話

をたくさん伺え、 とても良い懇談会になりました。

 先日、 調理保育で作るフルーツポンチの食材をみん

なで西友に買いに行きました。 初めてのお買い物、

前の週に園内でやったお店屋さんごっこはとても賑や

かでしたが、 実際のお店では小さな声でお話しするな

ど、 周りのお客さんにも気を配りながら上手にお買い

物ができました。 自分たちで選んで買った食材を調

理するのを心待ちにし、 いよいよ当日。 フルーツを切っ

ているとスイカの中身がまさかの黄色、 というハプニ

ング。 「黄色いスイカって美味しいの？たべたことな～

い！！」 と言うはな組さんでしたがきれいなフルーツポ

ンチになり、 味もばっちり、 おかわりをたくさんして大

満足でした。

 そして、 初めてのこうさくやさん。 つき組と合同だっ

たのですが、 とても盛り上がり夢中で恐竜を作ってい

ました。 今月も楽しい行事がたくさんあるので、 不安

定な梅雨空に負けず、 元気に登園してくださいね。

●つき

　今月は、 つき組になり初めて長寿会に参加しました。

おじいちゃん ・ おばあちゃんとの交流にはじめはドキド

キしていた子どもたちも、 輪投げゲームでは 「頑張

れー！」 と大きな声で応援しながら大盛り上がり。 給

食になるとはじめのドキドキした姿も嘘のようにたくさ

んお話しながら楽しい時間を過ごしました。

　そして、 カーニバルに向けていよいよおばけ作りがス

タートしました。 友だち同士で 「見てー！」 「うわ～怖

そう！これならみんな泣いちゃうかもね！」 とお互い褒め

合いながら作っている姿が微笑ましいです。 早くみん

なに見せたいとウズウズしている子どもたち。 衣装だ

けでなく、 おばけ屋敷の中の装飾なども子どもたちと

作っているので楽しみにしていてくださいね。

　7 月はみんなの楽しみにしているプールも始まります。

安全に気をつけ、 みんなでおもいきり楽しんで行こう

と思います。

２(月 ) プール開き

４(水 ) にじいろワークショップ

６(金 ) 七夕会＆お誕生日会

９(月 ) 幼児体育指導

10( 火 ) ０歳児健診

14( 土 ) あおぞらカーニバル

17 ～ 20 身体測定週間

26( 木 ) 調理保育 (ことり )

    　　避難訓練

31( 火 ) 調理保育 (つき )

２(木 ) 夏を楽しむ会

３(金 ) にじいろワークショップ

20 ～ 24 身体測定週間

22( 水 ) 避難訓練

24( 金 ) お誕生日会

28( 火 ) 幼児体育指導

31( 金 ) プール納め

※『こうさくやさん』日付未定

あおぞら保育園　平成３０年７月号

７月のえんだより

懇談会上映ビデオは HP にて公開中です ( 要ログイン )

 9月3日(月）に受け渡し訓

練を行います。時間等の詳

細は、後日おたよりにてお

知らせいたします。

受け渡し訓練

 着替えの回数が増える時期で
す。持ち物に名前が記入されて
いるか、再度ご確認をお願いい
たします。

 梅雨明けまであと少しとなりました。季節の移り変わり
を感じながら元気に過ごしている子どもたち。今月もこ
の季節ならではの楽しみに触れながら、楽しく過ごして
いきたいと思います。保育参加、懇談会ではお忙しい中
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。
保護者の方に甘えながら笑顔いっぱいで楽しむ子どもた
ちの姿が印象的でした。
 また、先日今年度初めての試みとして、ワークショップ
『こうさくやさん』を行いました。園内にあるぺんぎんや
恐竜、カモさんを見ていた子どもたちから『これは何で
できているの ? 作ってみたいな』の何気ない声をきっか
けに、作っているアーティストの方にお願いをしてワー
クショップをスタートすることにしました。作ることの
楽しさ、廃材を使っていろいろな物が作れる発見、さら
には、言葉で伝えることが少し苦手な子どもたちが作品
を通じて自分を自由に楽しく表現できる場になればと思
い、3歳児クラス以上を対象に行っていきます。当日は、
子どもたちがどのような反応をするのかと思いましたが、
予想以上の盛り上がりようで、すぐに飽きるという子が
一人もいなかったことが意外でした。どの子も驚くほど
集中し、夢中になって自分なりの作品を作り上げており、
子どもたちの持っている力と可能性を改めて感じる機会
となりました。これからもいろいろな活動を通して子ど
もたちの限りなくステキな力を引き出すお手伝いをして
いければと思っています。

保護者懇談会 ・保育参加への
　　　　　　　　　　　　　　ご出席ありがとうございました。

　実施させていただいたアンケートは、今後の保育へと活かしてい

きます。


