
＊令和２年度 保育施設継続利用申込書を配布します＊

　来年度 4 月以降も引き続き保育施設の利用を希望するご家庭は、
保育を必要とする事由（要件）および家庭状況の再確認を行います。
羽村市在住で継続利用をご希望の方は、下記期間内に市役所までご
提出ください。
　提出期間
　　令和元年11月5日（火）～令和元年11月18日（月）
　　※提出期間が１月から 11 月に変更となりました。
　　※今年度末までに退園・転出予定のあるご家庭は、保育・幼稚
　　　園係までお申し出ください。

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 ) 芋掘り※年間予定から変更
24( 木 ) お誕生日会
        秋の健康診断
25( 金 ) 保健指導 (はな )
28( 月 ) 幼児体育指導
28 ～１  羽村三中職場体験
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 )

１(金 ) 芋煮会
５～８  身体測定週間
６(木 ) にじいろワークショップ
８(金 ) 避難訓練
12( 火 ) 幼児体育指導
13( 水 ) 保健指導 (ことり )
18( 火 ) 保健指導 (つき )
19( 水 ) 保健指導 (はな）
18 ～ 22 羽村一中職場体験
23( 土 ) 羽村市保育展
29( 金 ) お誕生日会
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10月の園だより

 いつの間にか日が短くなり、 季節はすっかり秋模様となって

きました。 外の風は心地よく感じるものの、 まだ日差しの強い

日もあり、 子どもたちは汗びっしょりになりながらも元気に駆け

回っています。

 さて、 運動会を目前に、 園内での練習にも熱が入ってきて

います。 大きいクラスのお兄さんお姉さんの練習を小さいク

ラスの子たちが憧れの眼差しで見ていると、 大きい子たちは

いつもにましてかっこいい姿を見せようと頑張ります。 すると、

昨日までできていなかったことが簡単にできてしまったりと驚き

の連続です。 こうして大きい子たちの姿を見て下のクラスの子

が育っていくのだと改めて感じる毎日です。 互いに応援したり

されたりしながら当日を目指しみんな頑張っています。 本番

は人の多さに普段の力を出し切れない子もいるかと思いま

す。 それでも、 今までの頑張りを讃え、 たくさんの拍手をいた

だけたら嬉しいです。 そして、 ご家庭で最高のほめ言葉をお

願いします。 子どもたちみんなが笑顔で参加できるようしっかり

見守って参りますので、 どうぞよろしくお願いいたします。

●ひよこ
 涼しく天気の良い日は、 大好きな外での活動
が増えました。 体力もついてきて午前中に全員
で散歩にでかけたり、 園庭で遊ぶことができる
ようになってきました。 ことばのやりとりが見ら
れるようにもなり電車や車、 飛行機にバイバイと
いって手を振ったり、 あ～あと何か言いながら景
色を見ている姿も見られています。 歌や手遊び
ではどの子もニコニコ。 繰り返して欲しくて要求
するほどです。 今月は運動会、 懇談会がありま
す。 入園してからの成長した姿を少しでも見てい
ただけたらと思います。

●ぺんぎん
 すっかり秋の風になってきましたね。 過ごしやす
くなり、 子どもたちもますます活動的になったよ
うに思います。
 いよいよ運動会。 「うんどうかいのうた」 が大
好きなぺんぎん組は、 毎日のように 「えいえい
おー！」 と楽しく歌っています。 体操やダンスの
曲も大好きで、 曲が流れるとノリノリで楽しんで
います。 小さな手足を懸命に動かす姿が可愛ら
しいぺんぎん組さん。 当日どんな姿を見せてくれ
るか楽しみです。
 お友だちへの興味も深まり、 おしゃべりしたり、
同じ事をして楽しむ姿がたくさん出てきました。
「てて！」 と手をつなごうと誘う姿もあり、 仲良く
散歩を楽しむ秋になりそうです。

●うさぎ
 少しずつ秋らしく過ごしやすい季節になってきま
したね。 元気いっぱいのうさぎ組は、 散歩に出
かけたり、運動会の練習に取り組みました。かけっ
こは一人ずつ名前を呼ばれると、手を挙げて 「は
い！」 とかっこよく返事ができるようになり、 ゴー
ルテープに向かって一生懸命走る姿が可愛らしく
も頼もしくなりました。 ダンスはノリノリで、 耳と
しっぽを付けると大好きなしまじろうとはなちゃん
になりきり、 お尻をフリフリしてとても可愛い子ど
もたちです。 運動会当日はドキドキしてしまうと
思いますが、 温かく見守っていただけたらと思
います。
 10 月は園外保育があります。 手を繋いで歩く
のが上手になってきたので、 少しずつ歩く距離
を延ばして色々な公園に行きたいと思います。

●ことり
 9 月は敬老の日の集いがあり、 ことり組は初め
て参加をしました。 「おじいちゃん、 おばあちゃ
んにかっこいい姿を見せるぞ！」 と、 毎日歌の練

習をしてきました。 当日はドキドキしながらも、
舞台の上で一生懸命に頑張っていた子どもた
ち。 プレゼントのおまもりも日頃の 「ありがとう」
の気持ちを込めて、 一人ひとり丁寧に作ってい
ました。
 そして、 運動会に向けての練習もとても張り切っ
て取り組んでいます。 踊りでは、上手になると「○
○を手に持って」、 更に上手になると 「○○が
着られるよ」と、お話しするとやる気満々に。また、
４月から取り組んできた体育指導や日頃の運動
での成果をお見せすることができたらと思いま
す。 当日は大勢のお客さんの前で緊張してしま
う子もいると思いますが、 温かく見守ってくださ   
い。
 運動会後には遠足やお芋ほりなど秋のイベント
が盛りたくさんとなっています。 子どもたちと思
いっきり楽しんで過ごしていきたいと思います。

●はな
 9 月は本格的に運動会の練習が始まりました。
初めは自信がなく、 取り組む中でくじけそうに
なる姿もありました。 練習するごとにどんどんで
きるようになり、今では 「早く練習しようよ！」 「で
きるようになったから見てて」 と自信に満ち溢れ
ている子どもたちです。 クラスでは練習を始める
前と終わった後に円陣を組んで、 みんなで話し
合って決めた 「わっしょーい！」 というかけ声を行っ
ています。 顔を見合わせて笑い合う姿に、 クラ
スの団結力が深まってきていることを実感し、 と
ても嬉しく感じています。 本番では緊張しながら
も精一杯頑張るかっこいい姿をお見せできると
思いますので、 応援をお願いいたします。
 運動会が終わると次は園外保育があります。
初めての公園にチャレンジできるよう、 体力づく
りをしながら思いっきり楽しみたいと思います。

●つき
 いよいよ運動会まで残り一週間となりました。
「できるようになりたい！」 という気持ちが強く毎
日の練習を通して日に日に出来ることが増え、
自信につながりよりかっこいい表情に変わった子
どもたち。 組体操ではみんなで心をひとつに合
わせることを意識して練習してきました。 本番で
は、 子どもたちの様々な表情が見られると思う
ので楽しみにしていてください。 そして、 終わっ
た後はたくさん褒めてあげてください。
 10 月は遠足や芋掘りなど、 秋のイベントが盛り
たくさんとなっているので、 みんなで元気に楽し
みたいと思います。

10 月の予定

11月の
　　予定

＊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・お手紙を配布します。

●体育館で開催の場合、体育館履き

　のご用意をお願いいたします。

10月５日(土)

親子運動会

　ひよこ組以外のク
ラスは、園外保育を
計画しています。詳
しい内容、行き先・
持ち物などは、後日
おたよりにてお知ら
せします。

園外保育に
　　　ついて…

おいもほり

　ご近所に育てていただいた
『サツマイモ』を収穫しに行
きます。
●汚れてもいい洋服
●ビニール袋･･･２枚
　のご用意をお願いします。

 早いもので今年度もちょうど半年が過ぎました。つきまし
ては、ご家庭や園での様子についての情報交換の場となる
「個別面談」を実施させていただきたいと思います。お忙し
い中とは思いますが、ぜひご参加いただきたくお願いいたし
ます。

個別面談

羽村市保育園協議会主催

羽村市共催
※後日パンフレットを配布させていただきます。

はむら保育展 11月23日(土)


