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３(月 ) ０歳児健診
３～７  身体測定週間
６(木 ) 虫歯予防集会
７(金 ) 保育参加・懇談会 (はな )
12( 水 ) 調理保育 (はな )
13( 木 ) にじいろワークショップ
14( 金 ) 避難訓練
17( 月 ) 幼児体育指導
19( 水 ) 長寿会
21( 金 ) お誕生日会
24( 月 ) 保健指導 (はな･つき )
25( 火 ) こうさくやさん

１(月 ) プール開き
１～５  身体測定週間
３(水 ) にじいろワークショップ
５(金 ) 七夕会・お誕生日会
８(月 ) 幼児体育指導
13( 土 ) あおぞらカーニバル
17( 水 ) 保健指導 (つき )
18( 木 ) 保健指導 (はな )
19( 金 ) 保健指導 (ことり )
23( 火 ) 調理保育 (ことり )
26( 金 ) 夏を楽しむ会
30( 火 ) 避難訓練
31( 水 ) 調理保育 (つき )

お願い･･･

 梅雨の季節は、玄関前にある傘
置き場に忘れ物や取り間違え、傘
が入りきらないなどの事柄が増え
てきます。お車で登園されている
ご家庭は、登園時にお持ちいただ
いた子ども用の傘をいったんお持
ち帰りいただきますようご協力を
お願いいたします。

●ひよこ
 日に日に暑い日が増えてきました。日陰を探しな
がらお散歩をしたり、テラスに出て探索を楽しん
でるひよこ組さんです。動くことができるように
なり、ハイハイで自分の行きたい場所に行き好き
なおもちゃを見つけたり、まだ自分で動けないお
友だちも、先生に抱っこされて景色を目で追って
楽しんでいます。少し早いですが、先日は暑さで
汗をかいたので沐浴やシャワーをしました。どの
子も好きみたいでニコニコしながら入っていてこ
れからの季節が更に楽しみになりました。食べる
ことも大好きで、お食事の話をしていると扉の前
に座ってトントン戸を叩いて「たべたいよ～」の
アピールが始まります。暑くなりますので体調を
整えて気持ちよく過ごせるように工夫していきた
いと思います。着替えや沐浴のタオルの補充など
ご協力お願いいたします。

●ぺんぎん
 長いお休みもありましたが、元気に笑顔で登園し
てくれたぺんぎん組のみんな。遊びたい気持ちが
いっぱいで、靴を履くのも忘れて園庭に飛び出し
ていくほど外遊びが大好きになりました。みんな
の最近の興味は固定遊具へ。外階段では手すりに
掴まったりハイハイの体勢だったりとそれぞれの
やりやすい方法で上まで登っています。今まで滑
り台ばかりでしたがネット遊具への関心も出てき
たようです。登ったり降りたりを全身で楽しんで
います。活動量も増えたことで食欲も日に日に旺
盛になっていくように思います。自分で食べたい
気持ちが増してきた子もいれば、食べさせて欲し
いと甘えたい時期の子、子どもの思いも様々です。
個々に合わせた対応をしながら、「食べることっ
て楽しいな」と感じられるようになればと思いま
す。

●うさぎ
 暑い日が多くなり、半袖で汗をかきながら元気に
遊ぶうさぎ組のみんな。天気の良い日は外に出て、
お散歩にもたくさん出かけました。お散歩ではお
友だちと手を繋ぎ、道を渡る時は自らピンッと手
を挙げて歩ける子が増えてきました。公園では「た
すけて～」と言いながらも、遊び方を教えてあげ
るとすぐにマスターし、それを見て真似をする
チャレンジャーがたくさんいます。また、虫探し
もブームで、集団になり「あっちにいた！」と声
を上げながら探検を楽しんでいます。
 6 月は雨の日が多くなると思いますが、天気の良
い日は引き続き戸外でたくさん活動していきま
す。気温も更に高くなってくるので、お手数です
が水筒のご用意をお願いしたいと思います。詳細
はチェックボードにてお知らせいたします。

●ことり
 ゴールデンウィーク明けには、久しぶりにお友だ
ちと保育園で遊べることを喜んでいたことり組さ
ん。
 初めての手洗い指導では、「しゅ～りけん♪」の

手洗いの歌に合わせて手の洗い方を教えてもらい
ました。洗っていない手にはたくさんばい菌がい
ることを知り、外で遊んだ後の手洗いがとても丁
寧になりました。また、お部屋に炊飯器を用意し、
お米を炊きました。みんなでお米をといでから、
水を入れ、時間をおいてから、炊飯のスイッチを
入れました。「おいしい！」と、たくさんおかわ
りをして、7 合炊いたお米もみごと完食していま
した。大切に育てているじゃがいもも大きく成長
し、収穫・調理を今から楽しみにしています。
 ６月には幼児クラスでのお店屋さんごっこがあり
ます。どんなことにも全力で取り組む子どもたち
なので、楽しみになるような声掛けをたくさんし
ていきたいと思います。また、暑くなってきたの
で、水分補給を十分取り、シャワーをしたりして、
快適に過ごせるようにしていきたいと思います。

●はな
 長い休みが明け、菜園活動としてクラスで枝豆を
植えました。小さい種から少しずつ芽が出てきた
のを見て「ちっちゃいお豆がでてきた～！」と毎
日の水やりを楽しみにしている子どもたちです。
 そして、柔軟体操を毎日頑張っているはな組さん。
朝礼でつき組のお兄さんお姉さんがやっている姿
を見て、「やりたい！」とやる気満々でブリッジ
を新しく始めました。少しずつ上手になってきて
いて、「ママたちにも見せてあげたい」という子
どもたちの声を聞いて、保育参加でお見せできた
ら思います。
 5 月になりお店屋さんごっこに向けて商品を作り
始めました。みんなで色々な意見を出して決めた
お店屋さん。新しい発想に担任も驚きです。「う
わぁおいしそう」「どんなふうに完成するのか
な？」と目をキラキラさせて作っている姿がとて
も可愛らしいです。
 暑い日が続いていますが、自分たちで汗を拭いた
り着替えたりしながら気持ちよく過ごしていこう
と思います。

●つき
 先日はお忙しい中、保育参加・懇談会にご参加い
ただき、ありがとうございました。事前に準備し
たからこそ楽しみが倍増な子どもたち、ぎょうざ
作りも屋台もとっても楽しそうで、たくさんの笑
顔を見ることができました。
 クラスではスイカを植えました。「おおきくなー
れ」と願いを込め、水もあげすぎないように、と
大きくなることを楽しみにしています。そして、
毎日の柔軟体操をしている成果が少しずつ出てき
て、体が柔らかくなっている子が多く、とても頑
張っています。その他にも「今日は跳び箱やりた
い！」など意欲的に運動も楽しんでいるつき組で
す。
 6 月はいよいよあおぞらカーニバルのおばけ屋敷
に向けての取り組みが始まります。子どもたちの
イメージに合うような衣装や装飾を一緒に考えて
いきたいと思います。

衣替えについて

日に日に暑くなり、

子どもたちも水を触ったり

汗をかいたりして、着替えをする回数が

増えています。園にある服を夏服にし

て、十分な着替えの用意をお願いしま

す。またこの機会に、名前が消えていな

いか確認しておいてください。あおぞらカーニバル

　　　　　　　　　　　　　　　日付 ： 7月 13 日 ( 土 )

　　　　　　　　　　　　　　　時間：午後４:00 ～６:15( 予定 )

　　　　　　　　　　　　　　　場所 ：あおぞら保育園園舎内

  あおぞらカーニバルに向けて、つき組のおばけ屋敷や、その他
のクラスでも踊りの練習などが始まります。詳細は後日おたよ
りを配布いたします。

○朝食は必ずとりましょう。
○朝、必ず検温をして、健康状態をよく見てください。
熱のあるときや体調の悪いときは入水できません。

○雨天、気温の低い日、強風、行事のある日等はプー
ルに入りません。

○耳あかをとり、手足の爪を短く切りましょう。
○病気にかかっている人は、早く治療をしておきま
しょう。特に健康面で心配なことがありましたら、
事前にご相談ください。

○入水後は非常に疲れますので、休養をしっかりと
るなどして、体調管理に気をつけましょう。

7 月１日はプール開き (予定 )です

子どもたちが心
待ちにしている
プール開きの時
期になります。
安全に気をつけ
ながら、水に親
しむことの楽し
さを子どもたち
に学んでもらい
たいと考えてい
ます。

プールでのお願い

 親子レクリエーションアンケートより･･･
★ご意見･ご感想・ご要望
　・保育園内や遊具の楽しさを親としても知ることができるので、子ど
　　もたちが日々過ごす園内での行事はとても良いと思います。子ども
　　たちがみんな笑顔なのが印象に残りました。
　・集合時間の誤りがあったのは仕方ないが、時間変更等職員間で連携
　　が取れておらず行動しづらい部分もあった。乳児と幼児が一緒に遊
　　べるスペースがあるときょうだいがいる家庭にとっては助かる。

　この他にもご意見を頂戴しましたが、これらを踏まえてより一層楽し
んでいただけるよう内容を検討させていただきます。アンケートのご協
力ありがとうございました。

 晴れたり雨が降ったり、天気の移り変わりが多いこ
の時期、室内や戸外に関係なく子どもたちは汗ばみ
ながらも、日々色々な遊びを楽しんでいます。
 今年はゴールデンウィークが長く、休み明けは振り
出しに戻ったように泣いてしまう子が多くなるので
はと心配しましたが、思いのほか落ち着いていた子
どもたちに驚かされました。お休み中家族でゆっく
り過ごし、たくさん甘え、そしてお出かけ先ではあ
らゆることを経験できたからでしょうか？お父さん
お母さんには少々大変だったかもしれませんが楽し
かった出来事を話すときの子どもたちは目をキラキ
ラと輝かせていましたよ。
 これから夏に向けて子どもたちにとっては楽しいイ
ベントが次々にやってきます。ですが、感染症や熱
中症も心配な季節です。子どもたちの健康、衛生、
安全面に十分配慮しながら元気に楽しく過ごして参
りますので、どうぞよろしくお願いいたします。


