
●ひよこ

 先月は、 運動会へのご参加ありがとうございました。   

ひよこ組はお散歩の秋継続中。 みんなで立ち乗りカー

トに乗ってお散歩に行けるようになりました。 今のみん

なのブームは電車です。 カンカンと踏切の音がすると

大興奮。 「カンカンー」 「きた、 きた」 の声や身体を

上下に揺らしたりする姿が出てきました。 電車が通る

とみんなで力いっぱい手を振っています。 しばらく電

車ブームが続きそうなひよこ組です。

 地面に降りて遊ぶことにも慣れ、 今まで座ってじっく

り遊んでいたお友だちも周りへの興味が出てきたよう

です。 あんよやハイハイでネット遊具の方へ行ってみた

り、 門の近くまで行ってみたりと園庭を探検。 みんな

の興味がどんどん広がっていきそうな秋です。

●ぺんぎん

 先月は運動会へのご参加、 ご協力ありがとうござい

ました。 全員出席でき、 また誰一人泣かずに参加で

きたことには担任一同驚きました。 次の行事も期待し

てしまいますね。 遠足の際は、 お弁当作りありがとう

ございました。 愛情たっぷりの初めてのお弁当をどの

子もモリモリ食べていました。 先月から大きなクラスの

お友だちと散歩に出かける機会が増えました。 はじめ

は手を繋ぎたくないと言う子も何人かいましたが、 優

しくしてもらううちに一緒に行くことを楽しみにするよ

うになってきました。 今月も色々な公園に出かけてい

くつもりです。 寒くなってきますがたくさん身体を動か

して元気に過ごしていきたいと思います。

●うさぎ

 先日の運動会では、 お家の方と離れる寂しさをこら

え、 たくさんのお客さんに少し緊張していた子どもた

ち。 曲が流れるとうさぎ組さんらしくかわいく踊る姿

に成長を感じ、とても感動しました。 終わった後は「じょ

うずだった？」 「かっこよかった？」 と自信に満ちあふ

れる姿をみて、 私たち担任が笑顔とパワーをもらいま

した。 たくさんのご協力 ・ ご声援ありがとうございま

した。

 10 月は楽しみにしていた遠足。 今回は少し遠いあさ

ひ公園に行ってきました。 追いかけっこをしたり、 遊

具で思う存分遊んだ後はみんながずっと楽しみにして

いたお弁当をシートを敷いて食べました。 お弁当のフ

タを開けて 「うわあ！」 「おいしそう～」 「こんなのがは

いってたよ」 と嬉しそうな顔と興奮して話が止まらな

い姿がとても可愛らしかったです。

 11 月はまだ行ったことのない公園に行ったり、 みん

なが大好きな木の実拾いをして、 たくさん身体を動か

していこうと思います。

●ことり

　先日はお忙しい中、 運動会のご参加ありがとうござ

いました。 「ママたちどこで見てるかな～？」 とワクワク・

ドキドキしながらも練習と変わらず、 それ以上の頑張

る姿を見せてくれた子どもたち。 保護者の方にもたく

さん褒めてもらったと嬉しそうにお話をしてくれました。

様々な成長をお見せすることができ良かったです。

　そして、 遠足にも行ってきました。 みんなの一番の楽

しみはお弁当。 出発してすぐ 「お腹すいたな～。 お

弁当食べようよ！」 なんて言っている子どもたちでした。

お弁当を食べる時間、 開けた瞬間のワクワクした表情

はとても素敵でした。 ご用意ありがとうございました。

公園では大きな遊具に目をキラキラさせて遊ぶ子や大

きなグラウンドで最近覚えただるまさんがころんだをす

るなど、 思いきり遊びましたが 「まだまだ力ある～！」

と帰ってくるまで元気なことり組さん。 予想以上の体

力に驚く担任でした。

　１１月もたくさん散歩に出かけ季節ならではの拾いもの

をしたり製作をしていきたいと思います。

●はな

 運動会は沢山の応援ありがとうございました。 皆様

からご好評だった伝説の中華 （踊り）、 あまりにも歌

詞が面白いので、 それを歌う事に一生懸命になってし

まったり、 掛け合いで戦う踊りは楽しすぎて、 段々オ

リジナリティあふれるものになりなかなか揃わず、 大

丈夫だろうか？振り付け変更しようか？と悩んだ時期も

ありました。 そんな時に子どもたちに尋ねたところ、「大

丈夫！やる！！」 との頼もしい返事がありました。 当日ま

でみんなも、 練習をよくがんばりました。 運動会当日

の踊りが今までで一番ステキでした。

 運動会も終わったので、菜園「秋～冬バージョンスター

ト」 です。 春菊にしてみたのですが、 さて、 今回は収

穫できるでしょうか？味噌汁や、 シーチキンと合えたサ

ラダにしたいと思います。 手に入れば、 室内用の、 し

いたけ栽培もする予定です。

●つき

　先日はお忙しい中、 運動会へのご参加ありがとうご

ざいました。 直前まで緊張していた子どもたちでした

が、 本番で今まで練習してきたことを全力で出し切る

ことができました。 お家の人にもその姿をお届けする

ことができ、 たくさん褒めてもらい、 満足そうな表情

をしていました。 保育園最後の運動会がとても良い思

い出となり、 良かったです。

　楽しみにしてい遠足では、 レクリエーション広場で思

いっきり遊びました。 ブーメランやフリスビー、 虫取り

かごを持って行くと、 いつもとは違う遊びに大興奮の

つきぐみさん。 また広場にあった草を集めて、 お山や

ベットを作ったりと、 お友だちと一緒に工夫して遊びを

楽しんでいました。 保育園に戻ってからは、 お家の人

に作ってもらった愛情たっぷりのお弁当を食べて、 お

腹も心も満たされていました。 お弁当のご用意ありが

とうございました。

　１１月は芋煮会や芋煮会のお買い物、 保育展で展示

をする絵の製作を行います。 また散歩にも出かけ、 季

節を感じながら元気に過ごしていきたいと思います。

11月の園だより
あおぞら保育園 平成 30 年 11 月号

１(木 ) にじいろワークショップ
　　　  懇談会 (ぺんぎん )
２(金 ) 芋煮会
８(木 ) 避難訓練
12( 月 ) 保健指導 (ことり )
13( 火 ) 幼児体育指導
        0 歳児健診
14( 水 ) 保健指導 (はな )
15( 木 ) 保健指導 (つき )
16( 金 ) お誕生日会
19 ～ 22 身体測定週間
23( 金 ) 羽村市保育展

４(火 ) にじいろワークショップ
７(金 ) おもちつき
10( 月 ) 幼児体育指導
10 ～ 14 身体測定週間
11( 火 ) 避難訓練
14( 金 ) クリスマス会＆お誕生日会
20( 木 ) 調理保育 (つき）
29・30 年末保育 (要申し込み )
※こうさくやさん･･･日時未定

 木々が色づきはじめ季節が秋から冬へ移り変わり、

日中は気持ちの良い風が保育室の中に吹いてきます。

11 月は立冬を迎え、暦の上ではもう冬になります。

早いですね。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。当日

は、みんなの願いが叶い晴天となり、グラウンドで無

事開催することができ、子どもたちもヒートアップし

ていたように思います。

 今年は、台風等で思うように練習できず心配でした

が、子どもたちには練習が少ないことなど何の支障も

ないようでしたね。どんな時でも全力でがんばり、そ

のがんばりを応援に来てくれる家族に見てもらいた

い！その思いを胸に子どもたちはしっかりやり遂げて

くれました。改めて子どもたちの限りない力に頭が下

がります。たくさんの人の前で踊りや競技を見せるこ

とができた子どもたちは、また一つ自信をつけたこと

と思います。これから次への大きな行事に向けてス

タートしはじめる子どもたち、また一歩前進した子ど

もたちの姿をお見せできるよう見守ってまいります。

＊平成 31 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
1/5 ～ 18 の書類受付予定となっています。

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
育士の阿部凛菜が1，2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。

日時：11/23( 金 ) 
　　　10:00 ～ 16:00
会場：羽村市生涯学習センター

『ゆとろぎ』

おもちつき

　子どもに残していきたい大切な伝統行事『おも

ちつき』を今年も開催します。つきましては、つ

き手の募集をしております。参加していただける

保護者の方は、11 月 12 日 ( 月 ) までに担任へそ

の旨をお伝えください。ご協力お願いいたします。

日時：12/７( 金 )
 　　 10:30 ～ 13:00 頃
場所：園庭
内容：もちつきをお願いします。
持ち物 : 三角巾 ( 頭を覆えるもの。
　　　 タオルでも可。）
お願い：当日は車でのお越しはご遠慮く
　　　　   ださい。（自転車可。）

●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。

◆昨年より成長した姿を見ることができ感動した。楽しかった。
　練習の成果を発揮できていたので嬉しかったなどの意見を数多
　く頂戴しました。
◆衣装がかわいかったなど、衣装・プログラム・小道具に関して
　お褒めのおことばを頂戴するとともに、気温が高く衣装が暑そ
　うだったとのご意見もありました。
 　→衣装に関しては、子どもたちの競技に支障が出ないもの、気
　　 温などにも配慮できるよう次年度は検討していきます。
◆お天気に恵まれグラウンドで開催できて嬉しかった。予想以上
　の暑さに疲れたけど、楽しかったというご意見とともに、暑く
　て競技の待機時間が辛かった等のご意見もありました。
　→暑さ対策に関しては、可能な限り配慮させていただけるよう
　　次年度は検討していきます。


