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１１月がやってきました。暦の上では立冬、秋から冬へとバトンタッチ
する季節です。子どもたちは、日中の暖かい時間帯に、お砂場や滑り台・
ブランコなどで元気に遊んでいます。元気に過ごすためにも、季節の変わ
り目のこの時期、体調管理に気をつけながら、冬を迎えたいと思います。
先月、運動会を終えて、子どもたちの顔立ちがお兄さんお姉さんらしく
なったように思います。保護者の皆様の温かいご声援のおかげで思い出に
残る一日となりました。ご協力、ありがとうございました。

行事予定
1(火)
2(水) スイミング①
3(木) 文化の日
4(金)
5(土)
6(日)
7(月)

事
務
連
絡

◎保育認定に係る現況確認について（在園児）
◆提出期限：令和４年１１月４日（金）
◆提出書類：現況届、就労証明書等
◎R５年度 新入園児利用申し込みの受付が始まります。
*申込受付開始日：令和４年 11 月１日（火）～
*申込用紙は園に用意しています。市役所のホーム
ページからもダウンロードできます。

8(火)
9(水) スイミング②
10(木) 白鷗小交流会（ひまわり組）
11(金) 身体計測
12(土) 布団持ち帰り
13(日)
14(月)
15(火) お誕生会
16(水) 避難訓練
17(木)

～🌻ひまわり組🌻～
🌻白鷗小学校『１年生の授業参観並びに
２年生との交流会』に参加します。
【日時】１１月１０日（木）
９：５０～１１：１５
🌻就学時健診があります。
上履きを忘れずに持って行きま
しょう！！👟
🌻お宮参り
先日、三嶋神社へ七五三
のお宮参りに行ってきま
した。園長先生から参拝の
仕方を教わり、しっかりと
お願い事をしてきました。
をしてきました。

【日 時】12 月１０日（土）
９：００～12：３０
【場 所】しみず保育園 ホール
前半…つぼみ組
ちゅうりっぷ組
たんぽぽ組
後半…さくら組・ひまわり組
※１家族 2 名まで
※組ごとに入れ替え制で
行います。
*詳細は後日別紙でお知らせ
します。

19(土)
20(日)
21(月) 集金日（～24 日）
22(火)
23(水) 勤労感謝の日
24(木)
25(金)
26(土) 布団持ち帰り
27(日)

クラスだより～🌷ちゅうりっぷ組🌷～
🌷２歳児さんは、布パンツに移行す
ることができました。張り切って
トイレに🚽向かう姿が可愛いです
😊。お給食ではお箸に取り組み始
めました。ご家庭でも、練習をして
みてください。

18(金)

🌷１歳児さんは、言葉が増えて可愛
いおしゃべりが聞こえてきてい
ます。少しずつできることが増え
てきて、自分でやりたいと頑張る
気持ちを大切に見守り、寄り添っ
ていきたいと思います。

駐車場をご利用の保護者の皆さん、安全確認を十分にお願いします。
・道路に出る際の左右確認
（見通しが良くないため、確認を十分に行う。
）
・車上狙いに注意（エンジンを切ってロックをして離れる）

28(月)
29(火)
30(水)

予防接種を受ける方は…
予防接種を受ける方は…
接種後は、なるべく安静にし、
接種後は、なるべく安静にし、
お家で様子を見てほしいため、
お家で様子を見てほしいため、
降園後などに予防接種を
降園後に予防接種を受けるよう
受けるようお願いします。
お願いします。
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大空が高く澄み渡り、爽やかな秋風が吹き、園庭の木の葉っぱが少し
ずつ色づき始めました。朝、晩は涼しくなりましたが、日中は暑い日が
まだあります。毎日の気温の変化に気を配りながら、子どもたちと元気
に過ごしていきたいと思っています。

1(土) 運動会
2(日)
3(月)
4(火)
5(水)
6(木) 身体計測

◆毎年行なっております、赤い羽根

共同募金に今年も父母の会より
3,000 円を寄付させていただき
ます。

◆

7(金) 思い出遠足（ひまわり組）

があります。当
日は、できるだけお休みしない
ようお願いします。

8(土) 布団持ち帰り

思い出遠足～ひまわり組～🌻
◎日 時・・10 月７日（金）9：30～12：45
◎場 所・・マリエント
◎持ち物・・お弁当、飲み物、おしぼり、おやつ、ハンカチ、ティッシュ
◎服 装・・運動着上下
◎雨天時でも出掛けますので、持ち物のご用意をお願いします。

＊
までに登園してください。
＊
の園児のみでいってきます。
普通保育の中での遠足になります。

9(日)
10(月) スポーツの日
11(火)
12(水)
13(木) 体育指導
14(金) 総合訓練
15(土)
16(日)
17(月)
18(火) 内科健診
19(水)

スイミング①
歯科健診・集金日

20(木)
21(金) お誕生会
22(土) 布団持ち帰り

クラスだより
～つぼみ組～
９月に赤ちゃんが仲間入りし、1 歳
児さんは赤ちゃんに興味を持ち、ほっ
ぺにそっと触ったり、頬擦りする子も
います。０歳児さんは、ずり這いや這
い這いの子が少しずつ歩けるように
なりました。お散歩バギーから、ちょ
こんとお顔を出しお外の様子を眺め
るのが大好きな子どもたちです。これ
からも、子ども達の成長をもっともっ
と引き出しながら楽しい時間を過ご
していきたいと思います。

23(日)
園に置いてある着替え袋を
８日（土）に持たせますので、
衣類の交換、
サイズや記名の確
認をお願いします。
長袖以外に
も半袖も引き続きご用意して
ください。

24(月)

七五三お宮参り
（～２８日の間）

25(火)
26(水) スイミング②
27(木) クッキング保育
28(金)
29(土)
30(日)

31(月) 急な連絡事項等を、掲示板
●送迎時に掲示板を見るようにしましょう。
を通してお知らせしています。

●住所・勤務先等に変更のあった方は、各担任までお知らせください。
●副島（久保）志歩先生が８月で結婚退職されました。
７月から保育士の清水先生、
９月から保育補助の川口さんが加わりま
した。
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先月は雨が続き、水遊びをする機会が少なかったのですが、そんな中での
水遊びでも思いきり開放感を味わい、歓声を上げて水に触れて気持ち良さそ
うに楽しむ姿が見られました。
空を見上げると雲が高く、季節が進んでいることを実感します。子どもた
ちは元気いっぱい園庭を駆け回っています。体調に気をつけ、色々な秋を楽
しみながら過ごしていきたいと思います。また、今月は運動会に向けての活
動が多くなります。子どもたちにとって、一日のエネルギー源である朝食は、
とても大切です。朝食をしっかり食べて登園しましょう。

運動会

防災の日
９月１日は防災の日です。
防災訓練と非常食による給食を実施す
る予定です。園では万が一に備えて、毎
月避難訓練の実施や防災に関する話を
子どもたちに伝えています。
[おさない][はしらない] [しゃべらな
い][もどらない] の頭文字、【おはし
も】を守り落ち着いて行動できるよう、
いざという時のために備えています。

【日時】１０月１日（土）
９：３０～
【場所】白鷗小学校 校庭
（雨天順延）
*コロナ感染症対策を徹底しな
がら、できるだけ多くのご家庭に
ご覧いただきたいと考えて１世帯
につき２名とさせていただきます。
*詳細は後日別紙でお知らせし
ます。

運動会の練習について…
◇以下の事項について、ご協力をお願いいたします
🚩練習期間内は、なるべく９時３0 分迄に登園しましょう。
🚩２７日（火）
、2８日（水）は総練習です。９時迄に登園してください。
🚩ひまわり、さくら、たんぽぽ組さんの女の子は、活動しやすいよう半ズボン
や短パンを履いてきましょう。
🚩長い髪は結んできましょう。耳の下に結ぶと帽子が脱げにくくなります。
🚩足のサイズに合った運動靴を履いてきましょう。
🚩ひまわり、さくら、たんぽぽ組さんは、運動会までに白いソックス
（ワンポイント ОＫ）を用意してくださるようお願いします。

クラスだより🌻ひまわり組🌻
🌻５月に種から育てた枝豆に、毎日水やりをしながら
「大きくなあれ」と声をかけて育ててきました。
立派に生長した枝豆を収穫でき、子どもたちは大喜
びでした。自分たちで育てた枝豆のお味は…
「超美味しかった」でした(*^-^*)
次は、いよいよ運動会です。和太鼓の練習にも力が
入ってきました。みんなで力を合わせて頑張ろうね。
（●＾o＾●）

1(木) 体育指導
2(金)
3(土)
4(日)
5(月)
6(火)
7(水)
8(木)
9(金)
10(土)
11(日)
12(月)
13(火)
14(水)
15(木)

スイミング
防災訓練
身体計測
布団持ち帰り

お誕生会
避難訓練
お楽しみランチ

16(金)
17(土)
18(日)
19(月) 敬老の日
20(火) 保育料集金日
21(水)
22(木) 布団持ち帰り
23(金) 秋分の日
24(土)
25(日)
26(月)
27(火) 運動会総練習
28(水) 運動会総練習
29(木)
30(金)

≪カウプ指数記入について≫
◆保育園では、身体計測の結果をもとに、年３回（4 月、8 月、
12 月）カウプ指数を割り出し、カウプ判定をしています。
今後、２歳児以上は、おたより帳（身長,・体重記載ページ）
に記入しますので参考にしてみてください。
※カウプ指数とは…
乳幼児に対して、肥満や、瘦せているなど
発育発達の程度を表す数のことです。
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1(月)
2(火)
3(水)
4(木) スイカ割り
5(金)

暑中お見舞い申し上げます
今月から水遊び・プール遊びが始まります。水鉄砲やシャボン玉などの水
遊びの準備は万端です。夏ならではの遊びを満喫できるようにしていきた
いと思います。体調管理に十分注意し、水分補給、休息をこまめにとりなが
ら、暑い夏を乗り切っていきましょう。

◆お願い◆
◆園の携帯電話を掲載しました。緊急の際、携帯から連絡を差し上げる場
合もありますので、登録の方をお願い致します。
📱０８０－１８５４－５４７６📱
◆新型コロナウイルス感染でクラス閉鎖、休園の際は家庭保育のご理解
とご協力をしていただき感謝申し上げます。感染の増加傾向が続いて
いますので、感染拡大を防ぐため、体調がすぐれない時は大事をとり自
宅療養のご協力をお願いします。また、感染した場合は園にご連絡くだ
さるようお願いします。
◆お迎えが普段と異なる場合は必ず職員に伝えてください。また、急にお
迎えの方が変更になる場合は電話連絡をお願いします。

【いきものがかり大成功】

🌸さくら組🌸

ラディッシュの小さな種を一粒一粒まいて、芽が出て
からの生長の様子を観察し、いよいよ収穫。葉っぱの付
け根を優しくつまんで引き抜くと…土の中から真っ赤
なラディッシュが顔を出しました。
「トマトみたい🍅」
「さくらんぼみたい🍒」と会話を弾ませながら楽しく収
穫が出来ました。 少し苦みのあるラディッシュを食べ
やすいように調理をしてくださったお家の方に感謝で
す。子どもたちの感想は「ちょっぴり苦かったけど美味
しかったよ。
」でした。さくら組さん全員で、いきもの
係を全うできました。＼(^o^)／

縁日あそび
今年の「縁日あそび」は、ぐずついたお天気となり、園児全員
での盆踊りは残念ながらできませんでしたが、雨の合間を見計ら
って屋上でクラス別にお宝すくい、お部屋では輪投げやくじを夢
中になって楽しみました。給食のメニューは、縁日にちなんで焼
きそばやフランクフルトなどなど…。
ひまわりさんはおやつで
「チ
ョコバナナ」作りにチャレンジしました。楽しかった夏の思い出
として心に残ってくれればと思います。

6(土)
7(日)
8(月)
9(火) 避難訓練
10(水) 身体計測
11(木) 山の日
12(金) 布団持ち帰り
13(土) お盆
14(日)
15(月)
16(火)
17(水)
18(木)
19(金) お楽しみランチ
20(土)
21(日)
22(月) 保育料集金日
23(火) お誕生会
24(水) スイミング①
25(木)
26(金) プール納め
27(土) 布団持ち帰り
28(日)
29(月)
30(火)
31(水)

☘ 保育実習
８/１（月）～８/１２（金）
八戸学院大学短期大学部より、２名が保育実習
に来ます。よろしくお願いします。
💗結婚により、久保志歩先生が
副島（そえじま）先生になりま
した。末永くお幸せに…💕

えんだより
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徐々に暑くなり、子どもたちは額に汗を光らせ、元気に遊んでいます。本格的
な夏が来る前に少しずつ暑さに慣れ、水分補給や休憩を入れる等熱中症対策を行
っていきたいと思います。
さて、先月ひまわり組さんが枝豆の種まきをしました。そろそろ芽が出てきそ
うです。また、園庭に植えたトマトやきゅうりの苗はこれから雨が降るごとに大
きく生長していきます。実りの夏が待ち遠しいですね。

お父さんの似顔絵
≪体育指導フリー参観≫
～さくら・ひまわり組～
６月１１日（土）

～
６月１９日（日）

・日時 ６月２日（木）
【さくら組】

9:30～10:10

【ひまわり組】10:30～11:10
※自分のお子さんの練習時間内で
ご覧ください。
※参観は一家族 1 名の参加に
なります。

7 月からプール遊びが始まります。
少し
ずつ持ち物を準備しておきましょう。
【たんぽぽ組・さくら組】
・水着・バスタオル・キャップ(赤)
・プールバック

歯科健診で、虫歯が

あった人は、早めに受診

【ちゅうりっぷ組】

しましょう。

2 歳児…水着・バスタオル・プールバック
１歳児…バスタオル・プールバック

クラスだより

さくら組さんへ
スイミング教室は８月

進級して２ヶ月が過ぎましたが、新しい環境
にもすっかり慣れ、新しいお友だちも加わり、
元気いっぱいのちゅうりっぷ組です。２歳児
は、排泄の予告が出来るようになったり、トイ
レでの後始末（トイレットペーパーの使い方、
水を流す、スリッパを並べる等）が上手になっ
てきました。
１歳児もトイレに興味を持ちトイレで排尿
できる子が増え「でたぁ～。
」と教えてくれま
す。
色々なことが出来るようになり、一人ひとり
の成長を感じています。

から参加予定です。後日、
申込書を配布します。

★たなばた★

1(水)
2(木)

体育指導フリー参観
（ひまわり・さくら組）

3(金)
4(土)
5(日)
6(月)
7(火) お楽しみランチ
8(水)
9(木)
10(金) 身体計測
11(土) お布団持ち帰り
12(日)
13(月)
14(火)
15(水) スイミング①
16(木) クッキング保育（ひ）
17(金) 総合訓練
18(土)
19(日)
20(月)
21(火)
集金日①
スイミング②
22(水)
集金日②
お誕生会
23(木)
集金日③
24(金)
25(土) お布団持ち帰り
26(日)
27(月)
28(火)
29(水)
30(木)

６/２０（月）に短冊を

吉田藍先生が結婚のため退職

持たせます。油性ペンで

されました。今までありがとう

願い事を書いて６/２７

ございました。

（月）までに提出しまし
ょう。

えんだより
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新緑がまぶしい過ごしやすい季節になりました。園庭ではお散歩やかけっこ、
虫探しなど子どもたちが外遊びを楽しんでいます。これから戸外活動が増え、
暑さとともに汗もかきやすくなります。大人にくらべると子どもは汗っかきで
す。こまめに水分補給をしながら、そして体調に注意しながら活動していきた

1(日)
2(月)
3(火) 憲法記念日
4(水) みどりの日

いと思います。

5(木) こどもの日
6(金)
7(土)

内科・歯科健診

🌼 お母さんの似顔絵展 🌼

・内科、歯科健診の日はなる

・下記の会場で「お母さんの絵」が展

べくお休みしないようにお

示されます。

願いします。

ひまわり組
４月２２日（金）～５月８日（日）

【マラソン大会】

●ユニバース白銀店【母の日、大好きな人】

10(火) 身体計測
11(水)
体育指導
内科健診 12 : 30～

13(金) 避難訓練
14(土) 布団持ち帰り

・今年も白鴎小学校の校庭をお

ひまわり・さくら・たんぽぽ組

借りしてマラソン大会を予定し

●ラピア【うちのママは世界一】

ています。毎日園庭を走って体

４月２３日（土）～５月８日（日）

9(月)

12(木)

●八食センター【大切な人似顔絵】

５月１日（日）～５月８日（日）

8(日)

15(日)
16(月)
17(火)

力づくりに励んでいる子どもた
ちです！

お楽しみランチスタート♪
◆ひまわり組・さくら組・たんぽぽ組

18(水)

スイミング①
集金日①

19(木)
20(金)

【 期 間 】５月～９月まで 毎月１回

21(土)

【 持ち物 】おにぎり・飲み物（麦茶やジュース）

22(日)

集金日②
お誕生会

お菓子 1 個（食べきりサイズのもの）

23(月) マラソン大会

チョコレートは溶けやすいのでやめましょう。

24(火)

※おかずは園から出ますので要りません。

集金日③

25(水) スイミング②
26(木)

🌻ひまわりファーム🌻
新しいお友だちが仲間入りし、に

～
つ
ぼ
み
ぐ
み
～

ぎやかなスタートになりました。初
めてママから離れて過ごす世界に
泣いていましたが、この頃は笑顔を
たっぷり見せてくれるようになり
ました。これから子どもたちがどん
な成長を見せてくれるか、温かく見
守っていきたいと思います。

枝豆栽培始めます！小さなポ

ットに種をまき、本葉が出たら米
袋の畑で育てます♪

27(金) 歯科健診 9 : 30～
28(土) 布団持ち帰り
29(日)
30(月)
31(火)

《準備するもの》

・米袋（１０㎏）の空き袋…1 枚

戸外遊びが増えます。元気いっぱ

※ ５月末 までに持ってきてく

い走れるよう、子どもの足のサイ

ださい。

ズに合った運動靴を履いてくるよ
うにしましょう。

R４．４．１ しみず保育園

えんだより

http://www.shimizu-hoikuen.com/
行 事 予 定
1(金) 入園・進級式

新しいクラスでの一年がスタートしました。子どもたちが新しいお友達と健康で
楽しく過ごせるよう、職員一同見守っていきたいと思います。どうぞよろしくお願
いいたします。また、保護者の皆様もお子さんの心配事などが
ありましたらお気軽にご相談くださいね。

2(土)
3(日)
4(月)
5(火)
6(水)

◎ 園

長…清 水 重 行

◎ 主任保育士…沼 田 優 子

～ひまわり組（５歳児）～
藤ヶ森由紀
～たんぽぽ組（3 歳児）～
市沢尚子

～さくら組（４歳児）～
大坂えり
～ちゅうりっぷ組（1・2 歳児）～
大西綾子 市川りつ子

吉田 藍

市沢悦子

～調 理～

～つぼみ組（0・１歳児）～

長 倉 千 明（栄養士）

深川睦子

柳沢文子

角 岸 美 里（調理師）

南野香美

大塚春美（看護師）

～事 務・その他～

◎体育指導講師…磯谷銀次郎 先 生

柳沢文子

◎ 茶道（裏千家）教室講師
…小 向 宗 久 先 生

久保志歩

よろしくお願いいたします

7(木)
8(金)
9(土) 布団持ち帰り
10(日)
11(月)
12(火) 身体計測
13(水)
14(木) 避難訓練
15(金)
16(土)
17(日)
18(月)

幼児体育について
◆参加クラス・さくら組（9：30～10：15）
ひまわり組（10：25～11：10）
◆実施回数・・1 回／月
◆内 容・・・脳と身体を使って運動神経を高める
コーディネーショントレーニング
マット運動 縄跳び運動 他
◆服 装・・・園指定の運動着
◆持ち物・・・水筒に麦茶 または
スポーツ飲料（薄めたもの）

💛 園からの連絡について 💛
※えんだより・献立表・お知らせプリントを配
布または、玄関の掲示板などでお知らせしま
す。
※送迎時に掲示板を見るようにしましょう。急
な連絡事項等を、掲示板を通してお知らせし
ています。
※保育園のホームページにも、主な年間行事予
定表・えんだより・献立表・お知らせプリン
トを掲載しています。

19(火) お誕生会 集金日①

与薬依頼ついて
※４月より、園で薬の服用が
必要な場合は、一回分の薬
と一緒に毎回、与薬依頼書
の提出をお願いします。

20(水)
21(木)

集金日②
体育指導（さ・ひ）
集金日③

22(金)
23(土)
24(日)

スイミング教室
※スイミング教室についての
詳細は後日お知らせいたし
ます。5 月からひまわり組
が参加します。

25(月)
26(火)
27(水)
28(木) スイミング（ひまわり）
29(金) 昭和の日
30(土) 布団持ち帰り

♣そ の 他♣
※子どもたちの持ち物はすべて

に名前の記入をお願いしま
す。
※保育料・給食費は、期日内に
納入してくださるようご協力
お願いします。

今年度も引き続き、登
園前の体温測定・記入
をよろしくお願いい
たします。

