
災害時用ホームページの
アドレス変更のお知らせ

緊急時における安否情報について

お知らせする「災害時用ホーム

ページ」のアドレスが下記の通り

変更となります。お手数ですが、お

気に入りなどの変更をお願いしま

す。

閲覧の際にはユーザー名・パス

ワードの入力が必要となり、ユー

ザー名・パスワードともに「sun
( 小文字 )」と入力ください。

http://saigai-aozora.sblo.jp
あおぞら保育園災害時用ＨＰ

「お気に入り」に未登録の方は
　　　　　　　登録をお願いします。

８月の園だより
あおぞら保育園　平成30年8月号

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
　　　  ０歳児健診
28( 火 ) 幼児体育指導
30( 木 ) こうさくやさん
31( 金 ) プール納め

３(月 ) 防災集会
　　　  受け渡し訓練
４(火 ) にじいろワークショップ
　　　　※年間予定より変更
６(木 ) 敬老の日の集い
13( 木 ) 交通安全集会
　　　  敬老の日ハガキ投函
18 ～ 21 身体測定週間
18( 火 ) 保健指導 (ことり )
19( 水 ) 保健指導 (はな )
20( 木 ) 保健指導 (つき )
21( 金 ) お誕生日会
　　　  調理保育 (つき )
25( 火 ) 体育館総合練習
26( 水 ) グラウンド総合練習

８月の予定

９月の予定

蚊
対策

 園では手作りの虫除けスプレーを

使用しています。

・精製水　・アルコール

・レモングラス（天然植物精油）

　⇒虫が嫌いな成分が入っています。

　先月は、お忙しい中あおぞらカーニバルにご参加いただきまして、

ありがとうございました。子どもたちの笑顔がたくさん見られてとて

も嬉しく思います。また、アンケートのご協力にもありがとうござい

ました。荷物置き場があると助かる。ゲームをやる際、靴の脱ぎ着がた

いへんだった。ゲームは、乳児でも楽しめる内容で良かった。お友だち

とのやりとりを見ることができ嬉しかった。かき氷が美味しかった。

など多くの意見が寄せられました。次年度の行事に活かしていきたい

と思います。

●ひよこ

  歩行が盛んになったりハイハイがはじまったりと、 みん

なそれぞれ活発になってきて、 マット遊びやすべり台、

ボールなどにも興味が広がってきました。 また先月よ

り本格的に水遊びや沐浴が始まったひよこ組。 お水が

大好きな子ばかりで水を入れ始めると 「あっあっ！」 と

大興奮です。 水面をぴしゃぴしゃ叩いたり、 水道から

出てくる水に手を伸ばしたりと興味津々。 沐浴になる

と気持ちよさそうな表情をして身体もリラックスモード

です。 まだまだ暑い夏が続きますが、 心地よく過ごせ

たらと思います。

●ぺんぎん

 カーニバルは暑い中のご参加ありがとうございました。

ダンスではかわいい姿を思いがけず見せたくれたぺん

ぎんさんでした。 踊りの練習の日にホールへ行くと圧

倒されてなかなか動けなかったみんな。 当日は無理し

ないで参加や見学できればいいなと思っていたので嬉

しく思いました。

  暑い日が多くプールに入る日が続く毎日ですが、 暑

さのため体調が崩れがちで楽しみにしていたプールに

入れず悲しそうなお友だちがいたり、 お水がまだ少し

苦手なお友だちもいますが、 今年の夏は長そうなので

夏の終わりにはみんなに「プールって楽しいなー」と思っ

てもらえたらと願っています。 プール以外にも色水や

泥んこ遊びなど夏にしか出来ない遊びもたくさん経験

していきたいと思います。 

●うさぎ

  先日は暑い中、 あおぞらカーニバルへのご参加あり

がとうございました。 「お祭り楽しかったね」 「おばけや

しき怖かったんだよ」 など、 色々なお話をしてくれまし

た。 踊りもみんなが大好きなビビンビーンだったので、

楽しんで踊っている姿が見られてとても嬉しかったで

す。

  6 月からずっと楽しみにしていたプールでは、 「プール

入るの？」 と目をキラキラさせ、 「きもちいい～」 と毎

日大はしゃぎの子どもたち。 少し大きくなったプールに

緊張していた子も、 今ではワニ歩きをしたり、 お友だ

ちと水をかけあったりとダイナミックに遊べるようになり

ました。 また、 7 月から持ってきて頂いた水筒が嬉し

いようで、 水筒を見せ合ったりみんなで円になってニコ

ニコと飲む姿がとてもかわいらしいです。

  まだまだ暑い日が続きますので、 しっかり水分補給

をしながらプール遊びを楽しんでいきたいと思います。

●ことり

  先日は暑い中あおぞらカーニバルのご参加ありがとう

ございました。 保育園でも、「あれ、楽しかったよね～！」

とお友だちとお話ししている姿が見られました。 つき組

さんのお化け屋敷は 「怖かったから入んなかった！」 「怖

かったけど頑張って入ったよ！」 「全然怖くなかったよ！」

と様々。 いつも遊んでくれるお兄さんお姉さんがお化

けになっていたので、 「つき組さんになったら○○ちゃ

んと同じのやりたい！」 なんてちょっと早めの計画を立

てている子もいました。 成長する楽しみがまた一つ増

えましたね。

  そして 7 月からプールがはじまりました。 はじめての

大きなプールに少しドキドキの子どもたちでしたが、 毎

日 「楽しいね！」 とそれぞれ楽しんでいます。 お友だち

と競争して水の中を走ってみたり、 背中にお水を掛け

合いっこしたり、 手をひっぱられ泳いでみたり、 水の中

での遊びが毎日広がっています。 ８月もプールを楽し

みながらゆっくり休息の時間も大切にしていきたいと思

います。

●はな

 暑い中、 あおぞらカーニバルへのご参加ありがとうご

ざいました。 「おばけ屋敷に頑張って入った！ずっと目

隠ししていたけどね」 と照れ笑いしながら話してくれた

り、 「( 来年 ) 唐傘おばけになるんだ！」 「おれ、 ひとつ

め！」 等おばけになる話まで出てきました。 来年が待

ち遠しいですね。

 幼虫から育てているカブトムシ 3 姉妹に、 オスのカブト

ムシが仲間入りしました。 なんと、 園庭の木にとまって

いたのを早番の先生がつかまえて入れておいてくれた

のです。 あえて子どもたちにはその事を伝えずに、 い

つものように 「先生、 カブトムシ出して」 のリクエストに

こたえ虫かごを机にのせると 「！！！ ( 二度見 )。 えっ？？

なんで？ツノが生えたー！！あれ？！ 4 匹になってるっ！！」と、

大興奮の大熱狂。 思った以上のリアクションでした。 ２

世が誕生するかもしれず、 こちらも来年に期待です。

  8 月も暑いようなので、 プールで楽しく過ごしつつ、

運動会にむけて運動遊びも沢山取り入れたいと思って

います。

  お願い ： 体育的な活動が増えるので、 髪ゴムは飾り

のないもので結んで頂くようお願いいたします。 

●つき

  先日はあおぞらカーニバルへご参加いただきありがと

うございました。 憧れていたおばけ屋敷に向けて、 子

どもたちと沢山準備をしてきました。 出口に展示した

写真も子どもたちが怖そうな場所を見つけ、 おばけの

ポーズで撮りました。 できあがった写真を見ると大満

足なつき組さんでした。 舞台で披露したダンスでは子

どもたちからやりたいという声が多く、 毎日楽しみなが

ら練習してきました。 保護者の皆様のご協力もあり、

保育園最後のカーニバルに笑顔で全員参加することが

でき、 本当に良かったです。

 そして、 楽しみにしていたプールでは、 毎日ダイナミッ

クに遊んでいます。 顔を水につけられるようになったり、

泳げるようになったりと、 できるようになったこと沢山

見せてくれています。 暑い日が続いているので水分補

給をしっかり行い、 8 月もプール遊びを存分に楽しん

で行きたいと思います。

 

夏バテに負けないために
①たくさん遊んだ後は、十分に体を休めて、しっかりと睡眠を取りましょう。

②肉・魚・卵・豆製品・乳製品・緑黄色野菜を食べ、バランスの良い食事を

心がけましょう。また、朝食は抜かずにしっかり食べましょう。

③牛乳やスープも水分補給のひとつです。清涼飲料水はできるだけ減らし

て、麦茶やお水を飲むようにしましょう。

④戸外へ出るときは、直射日光を避けるために、帽子をかぶりましょう。

 いつの間にか蝉の声が聞こえ始め、 暑い暑い夏がやってきました。 子ど

もたちは暑さよりもお楽しみがたくさんつまった夏到来に大喜びです。

 先日のあおぞらカーニバルではお暑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。 今年は例年にない暑さのため行事の間に具合い

が悪くなる子がでてしまわないか最後まで心配でしたが、 保護者の方の

ご配慮ご協力のもと無事終える事が出来ました。 カーニバルでのゲームに

踊りお化け屋敷はいかがでしたでしょうか？楽しんでいただけたでしょうか？

中でもメインでもある年長組によるお化け屋敷 「ゲゲゲの鬼太郎」ですが、

一年前から思い描いていたからでしょうね、 一人ひとりの持ち味を生かし

たつき組らしい妖怪さんでしたね。 暗い中でお客さんを待つのを怖がりつ

つも、 自分たちの作り上げた物をみてもらおうと、 年長として頑張る姿に

胸が熱くなる思いでした。 この様子をずっと隣で見ていたはな組さんは、

来年に向けて夢をふくらませていることでしょう。 こうして次の代へと 「あこ

がれ」 として受け継がれていくのは嬉しい限りです。

 これからまだまだ暑い日が続きますので、 子どもたちの体調変化を見逃

さず、 しっかり休息をとりながら健康で楽しい毎日を過ごしていきたいと思

います。

あおぞらカーニバル


