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 運動会総合練習についての詳細は、後日おたよりを配布します。

 ９月 25 日 ( 水 ) 体育館練習の日は、体育館履きが必要になります。

ぺんぎん組からつき組は、底のきれいな運動靴をご用意ください。

また、当日は、長ズボン着用でお願いします (転倒した際の、摩擦

による裂傷等を防ぐため )。

 なお、運動会当日が体育館での開催になった場合、保護者の皆様

も全員運動靴 (スリッパ不可 )が必要になりますので、ご参加予定

の方には、お声かけとご準備をお願いいたします。

運動会総合練習

・場所…神明台公園
・時間…8：30集合
・雨天…スポーツセンター

※プログラムは、後日配布い
　たします。

10月５日(土)

親子運動会

●ひよこ
 暑い日が多くたくさん水に触れることができた

先月。タライの水をピチャピチャすることから始

まり、シャワーからでる水を大胆に頭や顔で受け

止めたりするまでになりました。初めての夏を迎

えるお友だちもマットの上で寝転びながら水に触

れることができ、快適にたのしく過ごすことがで

きたように思います。体力もだいぶつき、午前中

の活動が活発になりました。たくさん動く分食べ

ることへの興味も増えたようで、食事の時間が近

づくと扉前にスタンバイし『カラカラ』とカート

の音が聞こえると椅子に座るようになりました。

自分で食べたい気持ちも出て、顔中が食べ物だら

けで楽しそうに食べてくれています。離乳食が始

まったばかりのお友だちも 1さじずつ噛みしめて

良い顔をして食べています。ひよこ組さんは食欲

の秋のようなので、たくさん食べて元気に秋を満

喫していきたいと思います。

●ぺんぎん
 この夏は、みんなで思う存分水遊びをすること

ができました。怖がる子、嫌がる子もいなく、み

んな水に触れると笑顔を見せてくれます。9月も

暑さが残る間は水に触れて遊べたらと思います。

 夏のお休みの間にどの子も楽しい体験ができた

ようですね。みんな一回り大きくなったような気

がします。歩くことがますます上手になり、おしゃ

べりが盛んで、心も身体もぐっと成長した姿を見

て嬉しく思います。

 ９月はいよいよ運動会も間近。グラウンドでの

練習が始まります。ぺんぎん組も遊びの中でか

けっこをまねっこしたり、曲に合わせて身体を動

かす心地よさをみんなで感じながら、身体を動か

すことを楽しめたらと思います。

●うさぎ
 8 月は念願の水遊びをたくさん楽しみました。最

初は顔に水がかかるのが苦手だった子も、少しず

つ水に慣れて、お友だちと水を掛け合う姿が見ら

れるようになりました。幼児クラスの真似っこを

しながら、水鉄砲やおもちゃを使い、笑顔で水遊

びを満喫した子どもたちです。夏を楽しむ会では

スイカ割り、流しそうめんに参加しました。初め

ての流しそうめんでは自分でフォークを使い上手

に麺を取り、嬉しそうに食べる姿がとても可愛ら

しかったです。

 ９月は少しずつ遠い公園に散歩に出かけられた

らと思います。まだまだ暑い日が続くと思います

ので、引き続きシャワータオルのご用意をよろし

くお願いいたします。

●ことり
 今年は雨が続いていたため、8月になってやっと

本格的にプールに入れるようになりました。「カ

ニさん歩きできるよ～」、「ワニさん泳ぎできるよ

～」と、できるようになったことを嬉しそうに見

せてくれました。大きなプールにも慣れ、思う存

分水遊びを楽しむ姿に成長を感じました。また、

菜園活動では小松菜を育て始めました。子どもた

ちと間引きを行い、小さな小松菜をお味噌汁の中

に入れてミニ調理保育も行いました。「おいしかっ

た！」と、おかわりをしてあっという間に完食。

これからも水やりを続け、成長した小松菜を収穫

し、みんなでおいしくいただきたいと思います。

 ９月は運動会の練習が始まります。マラソンや

ゲームの中で運動会の曲を流したりすると、早く

やりたいという気持ちが強くなってきました。子

どもたちのやる気を引き出しながら、楽しく練習

に取り組めるようにしていきたいと思います。

●はな
 今月は天気の良い日が多く、みんなが楽しみに

していたプールにたくさん入ることができまし

た。「早く入りたい」という気持ちが強かったこ

ともあり、初めからダイナミックに遊び、自ら水

に顔をつけて潜ってみたりと自信がついてきたよ

うです。スーパーボールをプールにたくさん入れ、

時間内に全部拾うことができたら勝ちというゲー

ムが好きな子どもたち。時間内に拾えないと悔し

がりながらも「次は負けないぞ～」「そっちは○

○ちゃんよろしく！」と友だちと協力しながら真

剣に拾う姿がとても微笑ましいです。

 9 月はいよいよ運動会の練習が本格的に始まって

きます。4月から取り組んでいる縄跳びや鉄棒は

もちろん、踊りも驚くほどやる気に満ちているの

で、一緒に練習を楽しむなかでそれぞれの持って

いる力を引き出していければと思います。

●つき
 8 月は大好きなプールに入れることを喜ぶ子ども

たち。男の子はダイナミックに、女の子は手を繋

いでプールの中を散歩したりとそれぞれ楽しみま

した。少しずつ顔をつけられる子も増え、けのび

やバタ足にも挑戦し日に日に上手に泳げるように

なりました。そして証書づくりも行いました。様々

な工程に苦戦しながらも、完成すると嬉しそうで、

牛乳パックから紙になることに感動している子ど

もたちでした。

 9 月は本格的に運動会の練習が始まります。今か

ら踊りや跳び箱も気合いを入れて頑張っているの

で、これからよりかっこよくできるようになるの

が楽しみです。みんなで力を合わせて取り組んで

いきたいと思います。

 夏を感じる間もないまま、 季節はもう秋へと移り変わろうとし
ています。 今年は子どもたちにとって、 大好きな水遊びを思
う存分楽しむことができなかったのが残念です。 来年はたく
さん入れることを願うばかりです。
 9月に入ると行事が続きます。 その中で大きな行事の一つ、
運動会を目指し各クラスの練習がはじまりました。 4 月から
積み重ねてきた子どもたちの心と体の成長を競技や踊りの
中に取り入れ、 個々の持てる力を存分に発揮できるような
構成を考え、 少しずつ進めていきます。 練習期間中はまだ
まだ残暑が厳しいかと思います。 子どもたちの健康管理に
十分配慮し、 挑戦する心を大切に 「できた」 という達成
感と自信をつけて、 みんなが笑顔で当日を迎えられるように
していきたいと思います。

２(月 ) 防災集会
　　　  受け渡し訓練
２～６  身体測定週間
６(金 ) 敬老の日会
10( 火 ) にじいろワークショップ
　　　  ０歳児健診
12( 木 ) お誕生日会
　　　  調理保育 (つき )
13( 金 ) 敬老の日はがき投函
19( 木 ) 交通安全教室
24( 火 ) 幼児体育指導
25( 水 ) 運動会体育館総合練習
27( 金 ) 運動会グラウンド総合練習

１～４  身体測定週間
５(土 ) 運動会
８(火 ) こうさくやさん
10( 木 ) 視力検査 (はな )
　　　  避難訓練
11( 金 ) 視力検査 (つき )
16( 水 ) にじいろワークショップ
17( 木 ) 保健指導 (つき )
18( 金 ) 園外保育
21( 月 ) 保健指導 (ことり )
23( 水 ) 保健指導 (はな )
24( 木 ) お誕生日会
　　　  秋の健康診断
25( 金 ) 芋掘り
28( 月 ) 幼児体育指導
28 ～１  職場体験 (羽村三中 )
29( 火 ) 懇談会 (ひよこ )
30(水) 保育参加・懇談会(うさぎ)
31( 木 ) 懇談会 (ぺんぎん )

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。

災害緊急時の園からの連絡

緊急時における安否情報については一斉メールに合わせ、「災

害時用ホームページ」でも発信します。携帯電話からも閲覧で

きますので、ぜひお気に入りにご登録ください。なお閲覧の際

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。

９月１日は防災の日

 敬老の日に、子ども達からおじいさ
んおばあさんに、写真入りで感謝の気
持ちをハガキに載せてお送りします。

敬老の日

 9月２日に保護者の皆様にご協力いただいて「総合防災訓練(一時避難

場所への移動→保護者の方への受け渡し)」を実施させていただきます。


