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まだまだ暑い⽇は続きますが朝・⼣の涼しさを感じられるようになり、季節の移り変わりを感じますね。コロナ
まだまだ暑い⽇は続きますが朝・⼣の涼しさを感じられるようになり、季節の移り変わりを感じますね。
コロナ禍で今も⼤きな影響を受けている⽇々…。様々な⾏事が出来ずに⼦ども達の成⻑を⾒て頂く機会がな
いことがとてもさびしく思います。８⽉中旬からは登園⾃粛となり、ご家庭で過ごすことが多くなった⼦ど
も達からは「早く保育園⾏きたい」
「友だちと遊びたい」などの楽しみにしている声も聞こえてきました。保
護者の皆様の沢⼭のご協⼒、感謝致します。今⽉も感染対策を⾏いながら、今できることを⼦ども達⼀⼈ひ
とりと楽しく過ごしていきたいと思います。

今月の行事予定
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※コロナウイルス感染症の影響により、予定して
いた夏祭りを更に延期することとなりました。

15 ⽇（⾦）誕⽣会
23 ⽇（⼟）運動会(3,4,5 歳児)
★10 ⽉は弁当会なし

年間⾏事予定で 10 ⽉に運動会も予定しているた
め、夏祭りは運動会後、開催する予定です。なお、
感染状況によっては運動会も延期、または規模を
縮⼩しての開催になる場合もありますので、ご理

11 ⽉の⾏事予定
12 ⽇（⾦）七五三
18 ⽇（⽊）弁当会
19 ⽇（⾦）誕⽣会

解のほどよろしくお願いします。詳しい内容は後
⽇、お知らせ致します。
※マチコミのアプリの登録をよろしくお願いします。
詳細は後⽇、⽂書で配布します。

園長コーナー
先⽉から緊急事態宣⾔に伴い、８⽉１０⽇から今⽉９⽉１２⽇まで浦添市内の保育施設等に新型
感染症拡⼤防⽌のため家庭保育及び登園⾃粛の要請にご協⼒ありがとうございました。新型コロナ
ウイルスの感染の収束が⾒えない状況ではありため、保護者の皆様にはいろいろと協⼒をお願いす
る場⾯が続くと思います。勢理客こども園においてもより⼀層感染防⽌対策を⾏ってまいります。
ご家庭での感染対策の徹底と体調管理を引き続きよろしくお願いいたします。
今⽉は、毎年 9 ⽉ 1 ⽇の防災の⽇を中⼼とし、8 ⽉ 30 ⽇から 9 ⽉ 5 ⽇までを防災週間として、
防災訓練などの国⺠活動が⾏われます。
こども園では毎⽉【避難訓練】を⾏っています。４⽉に⼊園したばかりのこども達は、慣れない
⾮常ベルに泣いたり、怖がったりしていましたが、回数を重ねるごとに⾮常ベルの⾳にも慣れ、避
難した避難場所では神妙な顔つきで訓練に参加できています。ゆり・ひまわり・年⻑のクラスでは
避難の時、おさない・かけない・しゃべらないことを訓練のたびに話すことで⼦ども達も意識でき
るようになってきています。避難訓練が形だけのものにならないよう、
「備えあれば憂いなし」
「災
害は忘れたころにやってくる。」のことわざを肝に銘じ、教育・保育を⾏っていきます。この防災
⽉間の 9 ⽉にご家庭に於かれましても備蓄品や転倒家具防⽌、また家族での⾮難する⽅法など確
認する機会にしていただきたいと思います。
避難するときの約束のあいことばを紹介しますので、ご家庭でもこども達と防災・避難について
話し合うときの材料にしてもらえればと思います。
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「押さない」 「駆けない」 ｢喋らない」 「戻らない」 「近づかない」

「お か し も ち」

今⽉の⽣活⽬標
・早寝・早起き・朝ごはん

⽣活リズムを整えていきましょう

・⽖はこまめに切り、清潔にしましょう

もも組（０歳児）

ねらい

・はう・⽴つ・歩くなどの運動が活発になり、全⾝を使った遊びを楽しむ
・夏の疲れに留意し、休息をとりながら健康に過ごす

暑さに負けず、元気いっぱいニコニコのももぐみさん♬⽉齢の⾼いお友だちは“ちょうだい“”どうぞ“のやりと
りが出来るようになり、保育者と楽しんでいます。絵本も興味津々で⾒ていますよ☆⼩さいお友だちは指差しが
ではじめたり、いろいろと声を発しハイハイで探索を喜んでやっています♬⾷事はほとんどの⼦が⼿づかみで⾷
べています。「⼿で握るのイヤ〜」とする⼦もいるので、ご家庭でも⼿づかみで⾷べてみるようすすめてみて下
さいね。
今⽉から新しいお友だちが仲間⼊りし、12 名になります♡よろしくお願いします♪
※登園⾃粛要請での家庭保育や、早めにお迎えに来て頂くなど、ご協⼒ありがとうございました。

すみれ組（０歳児）

ねらい

・離乳⾷を意欲的に⾷べたり、苦⼿なものは交代しながら保育者の声かけで⾷べようとする
・ハイハイ板や階段ハイシーの登り降りを保育者と⼀緒に遊びの中で繰り返し楽しむ

まだまだ暑い毎⽇が続いていますね！最近のすみれ組さんは、少しずつ私達に何かを伝えようと声を出したり、
指さししたりする姿が増えてきています。また、
「お洋服ちょうだい」
「ありがとう♡」など、先⽣達とのやりと
りも楽しんでやっていますよ〜♪お部屋にハイハイ板を設置すると、ハイシーで登って上から「しゅ〜」と滑っ
て降りるのが⼤好きな⼦ども達！！みんなのお気に⼊りのコーナーになっています♬いっぱいハイシーができ
る環境を作ってハイシー名⼈になろうね〜☆

たんぽぽ組（１歳児）

ねらい

・⽣活のリズムを整え、健康に過ごす
・遊びを通して保育者や友だちと関わり、親しみを持つ

コロナウイルス感染予防のため⻑い間、家庭保育のご協⼒ありがとうございました。⼦どもたちは、どう過ご
していたのかな？たんぽぽ組へ⼊園・進級して半年！⼦どもたちは、友だちの遊びを真似たり、ごっこ遊びをし
ようとしたり、友だちとの関りも増えてきました。
感染予防対策をしながら、楽しんで保育していければと思います。⽴⼭駐⾞場から歩いてきてね☆

さくら組（２歳児）

ねらい

・⽣活の中での必要な決まりや約束を知り守る
・⼾外へ出て季節の変化を感じる

まだまだ暑い⽇が続き、屋上へ上がり⽔遊びを楽しんでいます！ミニプールの中でリズムの⾦⿂になって寝そ
べったり、友だち同⼠で⽔をかけ合いしたりと、夏を堪能しています♪さくら組ではお昼寝の時に⼈形をもって
きてギューっと抱っこをする⼦や、隣に寝かせ⼀緒にお布団をかぶせて寝ることがブームで、毎⽇⼀緒に寝てい
る姿がとっても可愛らしいです。でも時間がたつとその⼈形もいつの間にか枕になっていたり、布団の外で寝て
いたり少し扱いが雑なさくら組です(笑)
また、部屋にある平均台にタイヤを乗せて落とさないようにバランスよく転がして、最後まで転がしきると「イ
エーイ！」と喜び、落ちると残念がったり⾊々な表情を⾒せてくれます。
これからは運動会に向けてたくさん体を使って遊んでいきます！朝ごはんもしっかり⾷べてチューバーな体
になろう！！
さくら組のお友だちのかいりくんが、引っ越しのため９⽉で退園になりました。かいりくんといーっぱい遊ん
でくれてありがとう。⾒かけたら声をかけてあげて下さいね(^^)
今⽉から新しいお友だち『ぬまた にき』さんが、さくら組の仲間に加わりました。よろしくお願いします♪

ゆり組（３歳児）

ねらい

・友達や周囲のことに関⼼を持ち、気の合う友達と遊びを⾒つけて楽しんだり、
協⼒しようとする

皆さん、⾃粛期間中の家庭保育にご協⼒頂き、ありがとうございます。
先々⽉から運動会に向け少しずつ遊びの中で、鉄棒のぶら下がりや横渡り、丸太渡りなどを始めているゆり組
さん！！はじめの頃は、丸太に⽴つだけでも「怖い〜」とすぐ諦めていましたが、友だちが何度も挑戦する姿を
⾒て、やる気のスイッチが⼊り、
「みててよ」とアピール！
また、タイヤ転がしにも挑戦、ひまわりさんが楽しんで転がしている姿に刺激を受け、⾃らやろうとする姿が⾒
られるようになりました。
9 ⽉は、健康管理を家庭や園でもしっかりしていきながら、体をたくさん動かして遊びたいと思います。
☆ご報告☆
沢さんが家庭の事情により、８⽉いっぱいで退園となりました。⾃粛期間中で、全員でのお別れ会が出来なか
ったことは残念でしたが、沢とたくさん遊びお話したこと、忘れないでね♡
そして、今⽉から新しいお友だち『いしかわ なつ』くんがゆり組の仲間に加わりました〜！！よろしくお願
いします(o^―^o)

ひまわり組（４歳児）
ねらい

・早寝、早起き、朝ごはんの⼤切さを知り、⾃らも意識しようとする
・やりたいと⾔う意欲を引き出し、様々な運動遊びを楽しむ

登園⾃粛、及び感染防⽌に関するご協⼒に本当に感謝です。ありがとうございます。私達職員も、できる限り
のことをしよう！と対策していますので、もうしばらく⼀緒に、踏ん張りましょうね。
さて、⼦どもたちは⻑いお休みが続き「早くみんなに会いたい、⼀緒に遊びたい」との声が届いてます。ひま
わりっ⼦たちにとって、こんなに友だちの存在が⼤きくなっているんだと思うと、嬉しくなり感動です。それで
もおうち時間でクッキング、制作遊び、プチプールを楽しんでいますとの声にほっこりさせられます。園では、
ラップの芯と新聞紙で輪投げを作って楽しい⽇がありましたが、新聞紙で輪っかさえ作れば、家庭でも楽しめそ
うですよ。実際、⽔筒を⽴てて⼊れたりもしていましたから（笑）⼜、クラスラインでも流しましたが、フラフ
ープも楽しんで取り組み、その姿は可愛くもあり、何度も挑戦する姿はカッコよくもありますよね。なんでも楽
しめる⼦どもたちは素敵です♡
今⽉は、ケンケンパー・縄跳び(郵便屋さん)・丸太の斜め登り(⽊登りで⼒が付くかもです)・⾜掛け回り→戻る
まで・フラフープなどの運動遊びに挑戦して楽しもうかと。この中から運動会の種⽬を考えていますので、家庭
でも楽しみながら⼀緒に取り組んでもらえたら嬉しいので、よろしくお願いします。何かあれば、気軽に声をか
けてください。

年長組（５歳児）
ねらい

・早寝、早起き、朝ごはんを⼼がけ、健康に過ごす
・運動会に向けて、楽しみながら積極的に課題に取り組む
・苦⼿な課題も仲間の応援を励みに挑戦し、諦めずにやりとげ、出来た時の喜びや達成感を味わう

８⽉から登園⾃粛要請期間に⼊り、保護者の皆様、お仕事調整し家庭保育のご協⼒、ありがとうございます。
⻑い間、⼦どもたちに会えないのは寂しいですが、家庭で取り組んでいることを知らせてくれたり、こんなこと
してるよーと共有できたり、元気にしている姿にひと安⼼(^^)コロナの爆発的な感染拡⼤でなかなか先が⾒えな
い状況ですが、９⽉はコロナが少しでも落ち着いて、年⻑さんみんなで⾊んな活動や遊び、楽しいことがたくさ
ん出来たらいいな〜。なかなか思うように⾏事が出来ない中ではありますが、今出来ることを少しずつコツコツ
と取り組んでいこうと思います。
前進あるのみ！！たのしんでいこーう(^^)

～今月の歌～

～今月の絵本～

・どんぐりころころ・まつぼっくり・十五夜

・おつきさまこんばんは・どんどこももんちゃん

・グーチョキパーでなにつくろう・秋のそよ風

・ちびゴリラのちびちび・うしろにいるのだあれ

・秋・虫の声・とんぼのめがね

・ぐりとぐら・どろんこおそうじ・てぶくろ

・おじいちゃんおばあちゃんのうた

・パパ、お月さまとって！・むしたちのうんどうかい

・がんばりマンのうた・きちきちバッタ・満月の夜に

・しっぱいなんかこわくない・ぼくはなきました

・風三郎滝三郎・森から森へ・森の仲間のうた

・花さき山・黄金のかもしか・はなちゃんのみそ汁

♡先月のありがとう♡
もも組

すみれ組

泣いたり笑ったり、

毎⽇⾊んな表情を⾒せてくれるアイン君☆

毎⽇⾊んな表情や、成⻑を

最近は、ごはんをモグモグ⾷べるのが上⼿にな

⾒せてくれてありがとう♡

ってきているね！いつも癒しと成⻑を
⾒せてくれてありがとう♡

たんぽぽ組

さくら組

⻑い間、家庭保育

「⽚付けしよう！」と⾔うとすぐに

ありがとうございました。

「はーい」とキレイに⽚づけ、物を⼤切に

お仕事のお⽗さん、お⺟さんも

使ってくれてありがとう♡

ご苦労様です。

ゆり組

ひまわり組

グループや友だち同⼠で協⼒

⼦どもたちのために⾊々頑張ってくれている

し合いながら、

お⽗さん、お⺟さん、おじいちゃん、おばあち

当番活動などを

ゃん、⽇々ありがとうございます。そして、こ

してくれてありがとう♡

ども園⼤好きなひまわりっ⼦たち、ありがと
う。先⽣たちも皆のことが⼤好きだよ〜♡

年長組
登園⾃粛期間中、⼦どもたちのために⾊々
と遊びを⼯夫して、楽しませてくれて
ありがとう

1歳
のはら なつきさん

2歳

みやぎ ようたさん

たさと あやねさん

せいかさん

にしはら

９月生まれのお友達

3歳

お誕生日おめでとう☆

ぐしけん なつさん

4歳
ちばな あかりさん

たまむら ようくさん
ぬまた にきさん
5歳

6歳

かわみつ すいさん

ぐし ゆうきさん

