
●ひよこ
　朝晩が涼しくなり、秋の訪れをあちらこち
らで感じるようになりました。９月から、一
人歩きができる子は靴を履いて、保育士と手
を繋いで歩き散歩をしています。子どもたち
の視線ならではの自然物などの発見があった
りと、とても嬉しそうに歩いています。月齢
の小さい子も、カートの中からあちこちキョ
ロキョロと見渡して景色を楽しんでいます。
電車が通ると、今までよりさらに反応が大き
くなり、みんな「あっ！」「おー！」などと
声をあげながら指差しで教えてくれます。小
さい手を一生懸命バイバイして振っていたり
と、とても可愛らしいです。
　これからも、戸外遊びや散歩に出掛け、子
どもたちと一緒に秋の季節を感じていきたい
と思います。

●ぺんぎん
　お日様が出て暑くても秋らしい風が吹き、
遊びやすい季節になりました。「きもちいい
ね」とカートに乗るより歩いて行く方が好き
な子が多いようで、少し離れた公園も歩いて
行くことができるようになりました。お友だ
ちと手をつないで歩くのも楽しみのようで、
手をつないで出発するのを待っていられるよ
うになりました。製作ではシール貼りやスタ
ンプなど細かい作業に挑戦。指先がだいぶ器
用になってきて、小さいものも上手につまん
で貼れています。できなくてもじ～っと考え
ている姿も可愛らしいです。

●うさぎ
　涼しいと感じる気候になり、過ごしやすい
日が多くなってきました。８月でプール納め
となり水着姿は見られなくなりましたが、散
歩に行けるようになり歩く練習が再びスター
トしました。7月よりとても上手になってい
ました。さらに先月からは「白い線から出た
らブッブーだよね」や「おててはーい！だよ
ね」などの交通ルールも覚えている最中です。
公園にも行けるようになり、園庭にはない遊
具に大興奮の子どもたちです。運動会の練習
も始まり、歌や踊りを楽しんで取り組んでい
ます。本番を楽しみにしていただけたらと思
います。

●ことり
　運動会も間近になり、子どもたちも「こと
り組がやるのはね、」と自分なりのことばで
説明ができるようになってきました。ダンス
では振り付けはもちろん、自分の場所を覚え
たり、笛の合図で移動することにも慣れてき
た様子です。衣装を早くつけたくてソワソワ
している子どもたちです。
　競技も「平均台の次はマットでしょ」と順
番を気にして行っています。友だちが褒めら
れると、僕だって！私だって！と意欲がさら
に上がっています。散歩先の公園で練習を始
める子もおり、すごいなと感心しています。
　これから、秋になり過ごしやすくなるかと
思います。引き続き散歩や運動遊びを楽しみ
たいと思います。

●はな
　9月は本格的に運動会の練習がスタートし
ました。踊りでは公園の広いところで「１回
集中！」と回数を決め、その中でがんばり、「上
手！」と褒めるられると「やったー」「はな
まる？」と嬉しそうな子どもたち。コツコツ
と練習してきたので、体が音楽に合わせて勝
手に動くようになってきました。運動では、
できるようになると表情もかっこよくなり、
より意欲的に練習しています。新しいことに
も挑戦しているので楽しみにしていてくださ
い。
　今月は様々な行事をみんなで楽しんだり、
秋の自然を感じながら過ごしていきたいと思
います。

●つき
 いよいよ今月は運動会がありますね。「保育
園最後の運動会。一番かっこいい姿を見せた
い！」と、練習も頑張っています。踊りでは、
大きく動くこと・視線・腕をしっかり伸ばす
等、細かいところまで意識してきました。組
体操では練習を重ねていく中で、呼吸を合わ
せてお友だちと協力する姿も見られ、みんな
の心が一つになってきました。取り組む中で
思うように行かず、時には悔しい思いをする
子もいましたが、それを乗り越え、たくまし
くなっていく姿に日々感動しています。本番
では、今まで子どもたちがたくさん頑張って
きた姿を温かく見守ってください。
　そして、運動会後にも園外保育や芋掘りな
どイベントが続きますので、みんなで楽しい
思い出をたくさん作っていきたいと思いま
す。

１(金) 運動会総合練習

４～８ 身体測定週間

５(火) 幼児体育指導

６(水) 運動会総合練習(予備日)

　　　 ビデオ撮影

８(金) 避難訓練

16(土) 運動会

19(火) にじいろワークショップ

21(木) お誕生日会・０歳児健診

23(土) 運動会(予備日)

25(月) 視力検査(はな）

　　　 保護者懇談会(ひよこ)

26(火) 視力検査(つき)

　　　 保護者懇談会(ぺんぎん)

27(水) 芋ほり

28(木) 芋ほり(予備日)

29(金) 園外保育

１(月) 芋煮会
１～５ 身体測定週間
10(水) 幼児体育指導
15(月) 保健指導(ことり）
16(火) 保健指導(はな)
17(水) 保健指導(つき)
18(木) にじいろワークショップ
　　　 避難訓練
25(木) お誕生日会
27(土) 羽村市保育展
30(火) 幼児体育指導→8月延期分

11 月の予定

あおぞら保育園　2021年10月号

10月の園だより

保育参加・懇談会について

　今年度は、新型コロナウイルス感
染症対策のため、保育参加は全クラ
ス中止とさせていただきます。保護
者懇談会につきましては、下記の日
程通り実施させていただきます。な
お、今後の感染症等の状況により内
容・日時等変更する場合がございま
す。あらかじめご了承ください。

　　　４(木) 懇談会(ことり)
　　　５(金) 懇談会(うさぎ)
　　　11(木) 懇談会(はな)
　　　12(金) 懇談会(つき)

　さわやかな秋風にのって、 キンモクセイの甘い香りが感じられるよ

うになりました。 子どもたちは、 ほんのり頬を赤くしながら園庭を

元気に駆け回っています。

　未だ 「コロナ禍」 が続く中ではありますが、 子どもたちは運動

会を目指して頑張っています。 「先生○○ができるようになったん

だ」 「手がピンとなってるか見てて」 と自分のできたことを教えてく

れる子がたくさんいますが、 つき組さんは、 「○○ちゃん上手だね」

「○○くん○○ができるんだよ。 すごいね。」 とお友だちを意識し、

認め、 褒め合える姿がとても微笑ましいです。 大きな行事の度

に思うことですが、 当日までの子どもたちの心身の成長ぶりには

目を見張るものがあります。 運動会という目標に向かって日々

練習を繰り返す中、 思うようにできず悔し涙することもたくさんあり

ます。 それでも、 その度に周りのお友だちに励まされ、 できなかっ

たことが一つでもできた時の子どもたちの満足そうな笑顔は何もの

にも代え難いです。 本番に向けて、 子どもたちが力を出し切れ

るよう、 環境づくりを心がけて参ります。 従来通りでの開催とは

いきませんが、 あおぞら保育園らしい行事にしたいと考えておりま

すので、 保護者の皆様にはご理解ご協力をお願いいたします。

＊令和４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３年11月４日（木）～令和３年11月17日（水）
　　※今年度は、日曜日の受け付けは行いません。
　　※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。

10 月の予定

10月16日(土)

親子運動会

工事の日程について

駐車場について

場所…神明台公園
雨天…23日(土）に延期
時間…2クラスずつの3部制
　※詳細はプログラム・おた
　　よりを配布します。
　※変更がある場合は、その
　　都度お知らせします。

　駐車場のご利用にあたり、 混雑してしまう時間帯がございます。 道路での
渋滞を避けるため、 駐車場の出入りは速やかに、 また、 一方通行でのご
利用に重ねてご協力をよろしくお願いいたします。

　7 月の園だよりでお知らせしまし
た、 羽村市の防災行政整備工事
の日程が変更されました。 工事期
間中は、 園庭内に支柱を入れる
ための穴が開いている期間があり
ます。 送迎時等で園庭に入られる
際は、 十分お気を付けください。

おしらせ

１０月 ２日 ( 土 )９:００～１6:00
１０月 ９日 ( 土 )９:００～１４:00
１０月１７日 ( 日 )９:００～１6:00
10 月２4 日 ( 日 ) 予備日

羽村市保育展

　今年度は、羽村市内の園紹介・看護師会・栄養士
会・羽村市によるパネル展示のみとなります。詳細
は後日お知らせします。
　開催期間：11 月 25 日 ( 木 ) ～ 30 日 ( 火 )
　　　　　　※土日も開催

11

月


