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6 月の予定

○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

３(金) 保護者懇談会(ことり)
６(月）０歳児健診
６～10 身体測定週間
７(火) 虫歯予防集会
10(金) 保健指導(つき・はな）
13(月) 幼児体育指導
15(水) 長寿会
16(木) 調理保育(はな)
17(金) 避難訓練
22(水) にじいろワークショップ

28(火) お誕生日会
30(木) 歯科検診
　　　 ※年間予定より変更

１(金) プール開き

４(月) 幼児体育指導

４～８ 身体測定週間

９(土) あおぞらカーニバル

13(水) 保健指導(ことり)

14(木) 保健指導(はな)

15(金) 調理保育(ことり)

　　　 保健指導(つき)

　　　 保護者懇談会(つき)

　　　 ※年間予定より変更

19(火) こうさくやさん

22(金) 夏を楽しむ会

25(月) 避難訓練

27(水) にじいろワークショップ

29(金) 調理保育(つき)

　梅雨の季節となりました。 雨が続くと憂鬱になりますが、 子ど

もたちの元気な声が園内に響き渡るとほっとして気分も晴れま

すね。

　大型連休も終わり園生活にも少しずつ慣れ、 自分なりのリズ

ムが出来てきた子どもたちです。 小さなクラスの子どもたちは、

保育士やお友だちの模倣をしたり、 自分の落ち着く場所を見

つけては、 お気に入りのおもちゃを持ち込んで楽しそうに遊ぶ姿

が見られるようになりました。 大きいクラスの子どもたちは、 少し

背伸びをしてはあらゆることに挑戦しようと頑張っています。 わず

かな月日の中で確実に子どもたちは成長しています。 子どもた

ちの大切な一歩を見逃さず、 出来た時は大いに褒め、 出来

なかった時は頑張れた事をしっかりと認めてあげたいですね。 結

果ではなく自分で考え行動することが何よりも子どもたちの力に

なります。 これからも子どもたちが笑顔で思う存分、 限りない力

を発揮できるような環境設定をし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。

あおぞらカーニバル

 日付：７月９日 ( 土）

時間：夕方開催予定

   場所：あおぞら保育園

　今年度は感染症対策を行い、グループ

毎の入れ替え制での開催を予定していま

す。グループ毎に楽しんでいただける

ゲームを予定しています。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。

●ひよこ

　じめじめした季節になり、 急な気温の変化で体調

を崩してしまう子もいましたが、 保育園に登園する

とニコニコで遊べるようになり、 笑顔がたくさん見ら

れて嬉しく思います。 ５月は天気が良い日には外へ

出て散歩やテラス、 園庭で遊びました。 ボールを投

げてみたりおもちゃや砂を触ってみるなど各々で楽

しんでいます。 お部屋には滑り台を出してみました。

最初は「なんだろう」と不思議そうにしていましたが、

滑ってみると楽しさに気付いた子もいました。 ６月は

体調に気を付けつつ、 外に出られる日は出て、 夏

に向けて体力もつけていきたいと思います。

●ぺんぎん

 新しいお友だちが入園して 2 ヶ月が経ちました。

熱でお休みすることもありましたが、 保育園が大好

きなみんな、 登園時には笑顔で元気いっぱいに遊

んでいます。 ぺんぎん組さんは最近、 散歩を楽しん

でいます。 お友だちと手を繋いで歩くことに挑戦し

たり、 カートの中でいろんな景色を眺め発見するな

ど、 保育園の中では体験できない楽しみを見つけ

ているようです。

　散歩先では、 滑り台などの固定遊具を楽しんだり、

アリやダンゴムシ、 テントウムシ、 カタツムリと今の

季節しか見られない虫探しを楽しんでいます。 梅雨

に入ると中々外遊びができませんが、 梅雨ならでは

の楽しみを見つけていきたいと思います。

●うさぎ

 心地よい日が多くたくさん散歩に出かけました。

お友だちと手をつなぎ歩きながら歌を歌ったり、 見

つけたものを一緒に見るなどして楽しみました。 遠

くの公園で思い切り遊んでも体力がついてきたの

で、 自分たちで歩いて帰ってくることができてきまし

た。 おなかもすいて給食をモリモリ食べています。

苦手な食べ物もお友だちにつられて食べる様子も

見られています。 製作では糊付けをして、 クレヨンに

も挑戦しました。 「くれよんを一つ使っては箱にちゃ

んと戻す」の約束をみんな守っていて、感動しました。

これからは、 梅雨で外遊びが難しい季節になります

が、 室内でも身体をたくさん動かして遊べる工夫し

ていきたいと思います。

●ことり

 ５月より当番活動を始めました。 毎日４名ずつ日替

わりでお手伝いをお願いしています。 朝のピーマン

の水やりから始まり、 発声練習時に前に出てきてお

手本として歌ったり、 あいさつの号令をしてくれます。

普段、 人前では緊張したり恥ずかしくなってしまう

子も、 お当番になるとみんなの前でことばにできる

姿も見られました。

 また、 先日は初めての 「こうさくやさん」 がありま

した。 初めは緊張でカチコチに固まる子どもたちで

したが、 スタートするとやる気満々になり、 完成する

と達成感で嬉しさいっぱいの表情でした。 様々な活

動を通して自信ややる気に繋がってくれると嬉しい

です。

 今月は雨の日が多くなると思いますが、 室内での

運動遊びや先月人気だったはさみを使った製作など

を行い梅雨の時期を楽しみたいと思います。

●はな

 少しずつ暑い日も増えて、 毎日汗びっしょりになっ

て遊ぶ子どもたち。 「今日は、 暑いからシャワーしよ

うよ！」 とシャワーも楽しみにしているようです。 夏に

負けないために日頃からマラソン・柔軟体操を頑張っ

ています。 また、 鉄棒の前回り下り、 連続前転、

大縄跳びなど、 少しずつできることが増えてきてい

ます。 また、 菜園活動では枝豆を育てています。 毎

日お当番さんがお水をあげて少しずつ芽が出ている

様子をじーっと観察し、 大きくなるのが楽しみな様

子です。

 ６月は雨の日も増えると思うので、 室内で製作や

ゲームなどをして楽しく過ごしていきたいと思いま

す。

●つき

 5 月に入り気温も高くなり半袖で遊ぶことも増えて

きました。 最近では、 散歩先の公園で虫取り網と

虫かごを持って虫探しに夢中です。 河原に行って、

てんとう虫やバッタ、 魚やカエルを捕まえたりいろい

ろな生き物を捕まえることで、 生き物に触れるよう

になったつき組さん。 現在クラスでは、 ザリガニ ・

カマキリ ・ アリを育てています。

　菜園活動では、 テラスにあるプランターにナスの苗

を植えました。 「おおきくなーれ」 と願いを込めて、

毎朝お当番さんに水やりのお仕事をしてもらい、 大

切に育てています。 「ナス食べられるかなぁ～」 とい

う子も多いので、 美味しく食べられるように調理方

法も考えていきたいと思います。

　そして、 少しずつあおぞらカーニバルのおばけやし

きに向けての話し合いも始めています。 おばけの役

は決まったので、 これから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、 一から

みんなで作り上げていくことを経験できるようにして

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

ないかも確認をお願いします。



特別保育を利用するにあたっては年度毎に、事前申請・承認が必要となります

事前申請をご希望する方は職員までお申し付けください ( 利用申請書をお渡しします )。

※申請後、基準に照らし合わせて審査を行い対象となる場合は「承認書」をお渡しします。

※臨時休園が決定した際は、事前承認を得たご家庭のみに保育を利用するかの確認を行います。

特別保育に

ついて

●太陽の子保育園・あおぞら保育園合同にて「太陽の子保育園」にて実施します。

●保育時間は午前 7 時から午後 6 時までとなります。

●給食は実施しませんので、ご家庭で弁当を持参してください。

前日～当日の朝 7:00 までに、風や大雨、大雪により警戒レベル 3 以上の発令

( 発令が想定される場合も同様 )

保護者の方が、防災関係者、医療・福祉関係者、ライフライン維持関係者等、災害時に社会的要請

が強い職業に従事しており、風や大雨、大雪時もやむを得ず保育が必要となる場合

当日、保育園は臨時休園となります
臨時休園を決定後はいかなる場合も終日休園

特別保育を実施

台風や大雨・大雪の際の保育園休園について

すでに配布させていただいた羽村市からの「風水害等発生時における市

内保育施設の臨時休園等の対応について」における保育園での対応をま

とめさせていただきましたので、再度のご確認をお願いします。
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　梅雨入りも近づいて雨の日が増えるこれから、雨の日に

活発に動くかたつむりを捕まえて観察するには絶好の季節。

子どもと一緒に観ながらお話してみてはどうですか？

　カタツムリって、なに？
カタツムリって昆虫？それとも貝？？

　正解は、サザエなど海に住んでいる貝と同じ仲間です。しかし海に住む貝はエラで呼吸するのに対して、陸に住

むカタツムリは肺で呼吸をしています。そして頭の先には『大触覚』があり、その先に目がついています。でもこ

の目は明るさを感じる程度で、人間の目のようにはっきりと物が見えているわけではありません。だから指を近づ

けても気がつかなくて、ちょんと触ると慌ててひっこめるのです。
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