
  
              

   

 

 

                        ２０２０・９月                       園長 小林康子 

 夏休み感動いっぱいに過ごしたのでしょう。心の中に溢れるほどの思い出と自信とそして２学期への

期待感を持ち、始業式には元気な笑顔に会うことが出来ました。 

２学期も子ども達にとって、ワクワクドキドキの行事や活動がたくさんあります。それらを１つずつ味

わい、楽しみ、心に受け止めながらステップアップしていってほしいと願っています。 

 ２学期に子どもたちに期待することは、“できる”ことを増やしてほしいという事です。特に幼稚園生

活を自らつくり出す力を家庭と協力して伸ばしていきたいと考えます。これまでのルーテインはもちろ

ん大切ですが、それにプラスアルファ―“できる力”を身につけていきたいと考えます。自ら時間をつ

くりだす力、そこから遊びを広げ、さらに集団で思いを合わせて目標に向かって進んでいく力など、幼

稚園の質を高める力です。子ども達側から考えると、幼稚園生活が１学期よりも楽しいと感じられるよ

うになったかどうか？という事です。運動会やお遊戯会（見てみて素敵でしょう）などの大きな行事に

全力で取り組むことがプラスアルファーの礎となります。 

幼稚園は生活のすべてが学びの時間です。その学びの過程で、子ども達が自ら出来る事を増やし、さま

ざまなな力が伸びるように教育活動を進めていきたと思います。子ども達の瞳に日々輝きが増すような

幼稚園生活になるよう２学期もご協力を宜しくお願い致します。 

―コロナ感染症についてー 

 ８月 25日現在、会津若松市 8例目のコロナ感染症が発生しました。園内の感染者はありません。引き

続きマスクの着用や手洗いの徹底による感染予防をお願いします。また 3 蜜の 3 っつの蜜が重ならない

対応と外出の自粛をお願いします。十分な栄養と十分な睡眠をとりコロナを乗り切りましょう。職員は

マイスプレーを持っていつでも消毒が出来るようにしています。 

ー敬老の日参観中止についてー 

9 月第 3月曜日は「敬老の日」でしたが、今年度はコロナ感染症でやむを得ず中止にいたしました。 

「多年にわたり社会に尽くしてこられましたおじいちゃん・おばあちゃんを敬愛し、長寿を祝う」とい

う意味のある日です。いつも送り迎えや、遠くから見守ってくださるおじいちゃん、おばあちゃんあり

がとうございます。子ども達は「おじいちゃん・おばあちゃんは優しいから大好き！」と言っています。

子ども達からは感謝の気持ちを込めたプレゼントを贈りたいと思いますので受け取ってくださいね！ 

 

 

 

 

楽しかった夏季保育!! 



 

 

 

 

 

 

学年の目標 
年 長：仲間意識を持って自分の力を十分に発揮し運動や遊びに進んで取り組む。 

年 中：友だちと関わりを広げながら体を動かして遊ぶ心地良さを味わう。 

年 少：体をのびのびと動かして遊ぶ楽しさを知る。 

アリス：満３歳児→体を動かして遊ぶことを楽しむ。 

満２歳児→好きな遊びをじっくり楽しむ。 

満１歳児→保育者と一緒に体を動かす事を楽しむ。 

 

 

★９月の行事予定★ 
 

 

  
ありす組 年少・年中・年長組 

１ 火 幼稚園が生まれた日   英（長） 

2 水  英（少）体験入園（在） 

3 木 英語           英（中）体験入園（新） 

４ 金   

5 土 入園説明会（来年度入園児対象） 

6 日  

7 月  

8 火 避難訓練   英（長） 

9 水 体力作り          体力作り（少） 

10 木 英語             英（中） 

11 金 ９月生まれ誕生会 

12 土  

13 日  

14 月  

15 火 リハーサル① 

16 水 体力作り（中）英（少） 

17 木 英語 （振替）         英（中・振替） 

18 金   

19 土   

20 日   

21 月  

22 火  

23 水  

24 木 リハーサル② 

25 金   

26 土   

27 日  

28 月  

29 火  

30 水  リハーサル③ 

    

【１０月の子育て支援事業】 

★チクタクキッズのご案内☆ 
（園の定める木曜日 対象年齢：１.５歳～就園前） 

☆１５日「観劇会」 

☆２９日「ハロウィンパーティー」 

まだ空きがありますのでご予約はお早めに。 
※ティンクルーム１０月６日の「アロマオーナメン

ト」は予約が埋まりましたのでお知らせします。 

人数把握の為、事前の予約をお願いします。 

 

〈特記事項〉 
●体験入園のご案内 
●２日(水)はアリス組に在園しているお子様が 

対象となります。 

●３日(木)は未就園児の親子が対象となってお 

ります。時間は９時４５分から１１時半です。 

※体験入園の予約受付は終了しました。 

 

●入園説明会のご案内 
●５日(土)は１０時より、202１年度の入園 

説明会を行います。来年度入園を希望される 

方は是非ご参加下さい。（受付 9:40～） 

※事前予約制となっております。 

 

●入園説明会につきましては、まだ空きがあり

ますので、入園を考えている方がいらっしゃい 

ましたらホームページよりご予約下さい。 

 

●４日・７日に予定していました祖父母参観は

中止になりました。 

 

●幼稚園が生まれた日ですが、年間予定では３

日とありましたが、体験入園と重なってしま

った為、１日に変更となりました。 

 

●１５日(火)と２４日(木)と３０日(水)は運動会

のリハーサルになります。今年度はリハーサ

ル日全て給食となりますのでよろしくお願い

致します。 

 

●今月は実習生のお姉さん、お兄さんの来園が

多くあります。よろしくお願い致します。 

今月の目標 
◎個々や集団での運動遊びを楽しもう。 

    ○運動会に向けて、個々や集団での力を発揮し、達成感を味わう。 



●トウモロコシの皮むき● 

８月２７日は食育の一環として年少さんがトウ

モロコシの皮むき体験をしました。トウモロコ

シの皮を１枚１枚一生懸命自分でむいていた年

少さん。皮をどんどんむいていくとボサボサの

白い髭が！！その髭の量に驚いていました☺最

後の硬い皮まで全部自分でむき真っ黄色のトウ

モロコシのを見て喜んでいた年少さんです☆ 

 

☆始業式☆ 

８月２４日は始業式でした。いよいよ２学期のスタートです。 

子ども達は夏休みの思い出をお土産に持って元気に登園してきてくれました☆ 

始業式では園長先生から４つの力目の力・耳の力・口の力・手の力を育て守りましょう！とお

話がありました。２学期は運動会もあり色々な事にチャレンジする機会が増える時期！職員一

同子ども達のやりたい思いに目を向けてサポートしていきたいと思います   

今回の運動会のテーマは「ピータンパン！！」先生達からピータンパンのお話の劇がありまし

た☆ 

園をのぞいてみよう！ 

お知らせ 

毎年行っていたマミーズサークルですが、今年度はコロナウイルス感染拡大防止の為、見合わせる事にまりました。

２学期からの開催も考えておりましたが、会津にも感染者が出てしまった為、今年度は中止とさせて頂きます。 

楽しみにして下さっていた保護者の方々には申し訳ありませんがご理解頂ければと思います。 

ピータンパン VS 海賊フック！！ 

夏休みのお約束守れたかな？ 



 

長い日照不足と大雨で青白かったミニトマトが、ここ数日の日照りで一気に赤くなりました。が、過

激な気候の変化でダメージを受けたのか、例年よりも実が小さく数も少ないのが残念です。一方田んぼ

では、いつの間にか穂を垂れた稲が、炎天をものともせずに青々とそよいでいます。もう少しで秋がや

ってきますね。 

さて、記録的日照不足と言われた 7月の日照時間は平年の 4割、地域によっては 3割程度だったそう

です。畑の作物の生育が悪いのと同じように、日照不足が人の成長や健康に影響があるのではないかと

不安が沸いてきます。 

実は、日照と関係がある栄養素があります。ビタミンＤです。ビタミンＤは骨の材料となるカルシウ

ムの吸収を助ける働きがありますので、成長期の子どもたちにとても重要な栄養素です。そもそもビタ

ミンとは、生きて行く上で必要でありながら、体の中ではほとんど合成することができないので、食べ

ものから摂取しなければならない栄養素です。が、ビタミンＤは日光を浴びて体内で合成されます。も

ちろんこれだけでは足りないので食べものからも摂らなくてはなりません。今年のように日照不足が長

く続いた場合は、特にビタミンＤを多く含む食品を食べるように気をつけることが必要となってきま

す。 

では、ビタミンＤはどのような食品に多く含まれるのかと言うと、魚類ときのこ類です。海に囲まれ

た島で暮らしてきた日本人は、昔から魚を多く食べてきたので、魚でたっぷりのビタミンＤを摂ってい

ました。しかし、近年は魚を食べる量が減って肉が多くなっていますので、ビタミンＤ摂取量は減少し

ており、心配な状況にあります。 

これから美味しい脂ののった魚が出回ります。毎日は無理でも 2日に 1回 1切れの魚を食べれば、ビ

タミンＤ摂取量は格段に増えます。フライパンで魚の両面をカリッと焼いて、最後にバター、おろしニ

ンニク、醤油を絡めた魚のガリバタしょうゆ焼き、手軽でおいしいですので、ぜひお試しください。 

会津大学短期大学部 鈴木秀子  

【感染症の届出書について】 

感染症になった場合は２つの届け出書が必要になります。これから感染症が増えてくる事が予想され

るので再確認したいと思います。 

「医師の意見書」 

・感染症にかかった場合医師が記入した意見書が必要になります。 

感染症の種類によっては意見書を記入しなくてもよいものがありますが、意見書に記載されていますの

でご確認いただくか、感染症になった際は担任にお知らせ下さい。 

「登園届」 

・医師の指示にしたがい、感染症の症状が十分に回復し、医師より登園の許可がでたら登園届を提出下

さい。 

※意見書・登園届出書は玄関脇に置いてありますので、必要な際はお持ち帰り下さい。 

食育コラム 

【お薬依頼書について】 

お薬依頼書ですが、医師からの指示でお薬を園に持ってこられた場合は、お家で記入欄を確認した後、園

で用紙を保管しますので用紙を持ってきて下さいますようよろしくお願い致します。 

 



２０２０年夕涼み会アンケート 

【回答９２名】 

・記述式のアンケートはご意見を抜粋させて頂きますので、ご了承下さい。 

１、学年ごとの開催はどうでしたか？  

 

●良かった ７６名    ●まあまあ １４名    ●あまり良くなかった ２

名  

 

２、アリス組の盆踊りはいかがでしたか？ 

●一生懸命で可愛らしかったです。 

●小さいながらも頑張っていてかわいかったです。 

●上の子のクラスの参加でしたが、上の子の学年にアリスのお友達が居なかったことや

アリスの先生がいらっしゃらなかったり、母の側から離れられず盆踊りに参加できず残

念でした。家では楽しそうに「えんやーこらやっ」と歌っていたので。 

 

 

３、年少組の盆踊りはいかがでしたか？ 

●練習した成果が出ていてとても可愛くてよかったと思います。 

●初めて夕涼み会に参加しましたが、少人数制でとても見やすかったです。 

●各学年ごとだったので、写真やビデオが撮りやすくて良かったです。 

●大人数に囲まれる例年の盆踊りよりのびのびしていた様に見えてよかったです。 

人数が少ないおかげか、駐車場もスムーズで助かりました。 

●コロナでいろいろ行事が中止になっていましたが、娘の幼稚園での姿を見れて良かっ

たです！ 

●みんな可愛らしかった 

 

４、年中組の盆踊りはいかがでしたか？ 

●夕涼み会も中止かと心配しましたが、無事行えて良かったですね。一生懸命楽しく友

達と踊っている姿を見て嬉しかったです。短縮で物足りない気もしましたが、こども達

も短期集中で一生懸命に踊っていて、また楽しんでいたようなので良かった。 

●あまり混み合ってないので、子どもも踊りやすかったようですし、親としても子ども

達の楽しそうな様子を、余裕を持って見られました。 

●年少の時からの成長がみられて嬉しかったです。 

●家で盆踊りの練習をして当日を楽しみにしていた息子は練習どおり上手に踊れてい

ました。年中組のお友達と楽しく踊れて良かったです。 



●子どもの相手をしていたので、全然見れなかった。 

●想像していたよりとても上手に踊っていて驚きました。 

 

 

５、年長さんの盆踊りはいかがでしたか？ 

●和太鼓、堂々としていて格好良かったです！踊りもみんな楽しそうでした。 

●年長らしい盆踊りでした！太鼓も素晴らしかったです。 

●学年別のおかげで、我が子を見失う事なくしっかり見ることが出来たので良かったで

す。 

●人数が少なくて寂しいかなと思いましたが、子どもたちものびのびお友達と遊んだり

踊ったり 

できていて、よかったのではないかと思いました。 

●順番に太鼓を叩けたのが良かったと思います。事前に「００組は００側を向いて叩き

ます」と教えてもらえたので、ベストな位置で観る事ができました。 

●今年は太鼓もたたいたり子ども達の成長にすごく感動しました。 

 

その他ご意見がありましたらお聞かせ下さい。 

●先生方、お疲れ様でした。親子共々楽しませて頂きました。ありがとうございました。 

●お忙しい中、コロナ対策もしつつの開催本当に感謝しております。どこも夏祭りがな

く子どもも寂しそうでしたが、幼稚園の夏祭りがあることを心待ちにしていました。 

●子どもは短い時間がもの足りないよでしたが、親としては人数が少ない分、自分の子

どもを見失わずに観覧できて良かったと思っています。お世話になりました。 

●今年は夏らしいイベントが見れないかな～と思いましたが、検温や学年ごとの参加と

いう形に配慮して頂き、お祭りの雰囲気もあり、家族皆の夏の思い出になりました。 

学年ごとでかえって見やすく、子どもを見つけやすく良かったなとも思いました。 

●初めての試みで仕方ないかなと思いましたが検温や入園の誘導がスムーズではなか

ったと感じました。 

●３部に分けたので駐車場も混まないし、人でごった返す事もなくゆっくり見れて例年

より良かったと思いました。出店も限られていたので買い物もスムーズにできました。 

 

 

アンケートのご協力ありがとうございました。 

今年度は今までとはやり方を大きく変えての夕涼み会でした。職員始め役員の方々とどう

したら密を避けられるか、子ども達が楽しくできるかを考えてきました。初めての学年別

ではありましたが、学年別の方が見やすいという意見も多く頂きました。今回このような

状況で世帯数も限らせて頂いたり兄弟も上に合わせたりご不便お掛けしましたが、ご理

解・ご協力頂いた皆様に心より感謝致します。お手伝い頂いた役員・おやじ部の方々ご協

力誠にありがとうございました。 



             ほけんだより     

  
                                 令和２年８月末  

                                   
 今年の夏も、猛暑が続きました。もうすぐ９月に入ると気候も変わり秋の気配が少しずつ感じられるよ  

 になってきますね。しかしまだまだ残暑厳しい日が続きます。８月は、感染症等の園児も多くみられる 

 ようになってきました。体調管理には気をつけて夏の疲れを乗り切りましょう。   

    

気になる時は……伝えて下さい。   

 

お子様の様子で少しでも気になることがある場合、登園時に必ず担任、あるいは登園時いる保育士に 

伝えて下さい。連絡張等に記入して頂いても助かります。 

・昨日の夜に熱があった      ・予防接種を受けた 

・朝ごはんをあまり食べなかった  ・便がでていない 

・いつもより元気がない      ・昨日嘔吐してしまった 

 
       

 ９月９日は救急の日 いざとうい時の対処法を知っておきましょう 

 
頭を打った……頭部のへこみや傷・腫れ・出血・手足の動きに異常はないかを確認する。 
       頭を打った時にすぐ泣いて、子どもの様子に大きな変化がなければひとまず 
       安⼼です。頭を冷やすなどして静かに休ませ、１〜２⽇は⼦どもの様⼦を注意して 
       観察して下さい。意識がない・もうろうとしている・けいれん・嘔吐を繰り返す・ 
       出血が止まらない場合は救急車を呼びます。 
 
すり傷・切り傷…軽いすり傷・切り傷の場合は、流水で傷口をきれいに洗う。 
        傷口をきれいなガーゼなどで覆い押さえて止血します。傷パッド・絆創膏などで 
        傷を保護します。顔や頭を切った、傷口が大きく開いている、傷口に異物が深く 
        刺さっている（小石・ガラスなど）出血量が多い、不衛生な場所やもの（錆びた・腐った木片） 
        で怪我をした場合は病院を受診します。 
 

鼻血……椅子などに座らせて、下を向いて鼻をつまむようにして押さえます。 
    血を飲み込まないようにし、ペット吐き出すようにします。１５分以上出血が続いて 

止まらない場合や、頭を強く打った後の鼻血の場合はすぐに病院を受診しましょう。 


