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猛暑が続き、熱中症の対策を検討していましたが、今度は突然の台風。例年にない異常気象で先の読めな
い状況が続いています。先日の西日本豪雨での大きな被害を見ても、自然の怖さを改めて感じます。日ごろ
から訓練を十分に行い、いつ来るかわからない災害に万全に備えていきたいと思っています。
保育園では、多くの子どもたちをお預かりしています。職員たちは改めて大切な命をお預かりしているこ
とを自覚し、危機管理の再確認を行ったり、子どもたちにも避難訓練などを通して安全教育を繰り返し行っ
たりしています。この猛暑は、子どもたちの遊びにも大きな影響が出てきました。毎年、プールや水遊びを
戸外で思い切り楽しんできた子どもたちですが、高温での活動はプールでも熱中症の危険があります。長時
間の戸外活動は避け、短時間でプールや水遊びを行うようにしました。体温調整の難しい 0，1 歳児は、室
内で水遊びや沐浴を行っております。水分補給も活動の合間に確実にできるようにし、冷房をフル活用し
て、快適に過ごせるように取り組んで参ります。子どもたちにとっては、今年の夏は少し物足りない夏にな
ってしまうのではないでしょうか。
さて、先日の夏祭りにはお忙しい中、また台風の最中、大勢の皆様にご参加頂きましてありがとうござい
ました。今年のテーマ「はばたけ大空へ」はいかがでしたか。子どもたちは空や星、宇宙、空飛ぶ乗り物な
どに興味・関心を広げて活動を行ってきました。当保育園では、行事に取り組む際、様々なことに興味・関
心が広がるよう、テーマを設けています。保育と行事が連動し、子どもたちの遊びがそのまま行事に取り入
れられ、保護者の皆様と共に楽しめるものであってほしいと願い保育を行っています。3 大行事のひとつ
「夏祭り」は終わってしまいましたが、運動会、発表会など今後の取り組みにもご期待いただければと思っ
ております。
連日の猛暑や水遊び等で疲れが出て体調を崩しやすい時期です。暑さは子どもたちの体力も奪って行き
ます。おかあさん、おとうさんのお休みの日はお家でゆっくり過ごしたり、ご家族で楽しい時間を過ごした
りができますよう、ご配慮いただければと思います。

園長

8 月の予定
3 日（金） 体操指導（3，4，5 歳児）

9 月の予定
3 日（月）

6 日（月） 英語遊び（3，4，5 歳児）
8 日（水） 体操指導（3，4，5 歳児）
15 日（水） 避難訓練

英語あそび（3，4，5 歳児）
引き渡し訓練（全園児）

7 日（金）

お泊り保育（5 歳児）

～8 日（土）千葉県佐倉市「草笛の丘」

23 日（木） 食育集会、0 歳児健診
29 日（水） 体操指導（3，4，5 歳児）

10 日（月） 英語あそび（3，4，5 歳児）

30 日（木） 誕生会

14 日（金） おじいちゃんとおばあちゃんと

31 日（金） プール終い

遊ぼう会（5 歳児）
20 日（木） 食育集会
21 日（火） お泊り保育説明会（5 歳児）

※8 月は体操指導の日程に変更があります。
ご確認ください。

17：00～18：00
28 日（金） 誕生会
※毎週水曜日は体操指導があります。
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各クラスより
ももぐみ（0 歳児）
・養護・・・部屋の衛生管理を十分に行い感染症を予防し、健康に過ごす。
・教育・・・夏の暑さを感じなら、この時期ならではの遊びを保育士と楽しむ。
先日はお忙しい中、夏祭りへの参加ありがとうございました。
暑さも本格的になり、子どもたちも汗をかきながら元気に遊んでいます。初めての水遊びにも少しずつ
慣れ、準備を始めるととても嬉しそうに声をあげている姿が見られています。
ジョーロの水を流して笑ったり、はねた水が顔にかかり驚いたり、シャワー
で体にきれいにしたり・・・ なにもかもが初めてのももぐみさんです。
まだまだ夏真盛り、この時期にしかできない体験や遊びをたくさん
楽しんでいきます。

水あそび楽しいね。

たんぽぽぐみ（1 歳児）
・養護・・・休息を十分にとり、安定した生活リズムの中で、汗を拭いたり着替えたりする習慣も
身につけ、暑い夏を快適に過ごせるようにする。
・教育・・・友だちや保育者と一緒に水あそびやプールあそびを楽しみ、関わりや会話の楽しさを味わう。
先日は夏まつりにご参加頂きありがとうございました。あいにくのお天気ではありましてが、子ども達
の元気なパワーで吹き飛ばし、お家の方と一緒に盆踊りや出店を回って楽しく過ごすことができ、またす
てきな思い出がまた一つ増えましたね。
「夏まつり」に向けても、踊りに興味を持ったり、製作を通して
期待をしたりしながら取り組む姿に、子ども達の成長を感じることができました。
７月は水あそびも始まり、夏ならではのあそびを楽しむ機会も増えました
が、戸外でのプールあそびがまだできていないので、８月はプールあそびに
慣れ、水につかったり、冷たさや涼しさを感じたりしながら楽しめるよう過
ごしていきたいと思います。今月も十分な休息と水分補給をしっかりと行って
いきます。

楽しかった夏祭り

ちゅーりっぷぐみ（2 歳児）
・養護・・・一人ひとりの子どもの健康状態に留意し、健康に快適に過ごせるようにする。
・教育・・・友だちや保育者と一緒に夏の遊びを十分に楽しむ。
先日は夏まつりにご参加いただきありがとうございました。
「夏まつり」と聞いてはじめはイメージが
わかなった子どもたちも、リハーサルの参加後は、
「おみこしわっしょいだよね。」
「浴衣着るんだ。
」と楽
しみにする声も聞こえてきました。当日は盆踊りを踊ったり、たくさんのゲームで遊んだり、
「みてみて、
もらったよ。
」と笑顔で景品を見せてくれました。お父さんお母さんと一緒に夏まつりを過ごし、また一
つ楽しい思い出が増えましたね。
初めての食育活動では「とうもろこしの皮むき」を行いました。一枚一枚皮を剥き、黄色のとうもろこ
しが見えると嬉しそうな子どもたち。おやつの時には「おひげ、もじゃもじゃだったね」
「おもたかった」
など思い思いに感想を言い合いながら「ゆでとうもろこし」を嬉しそうにかぶりついて食べていました。
今後も食育活動を通して、食材や食べることに興味関心を深めていきたいと思います。
７月はたくさんプールに入ることができました。
「今日もプールはいる？」
と楽しみにする声が聞かれ約束事も理解し子どもたち同士で確認し合う姿も
見られました。自分で水着に着替えたり、片付けをしたりと、身の回りのこ
ともできることが少しずつ増えてきました。トイレトレーニング中の子も、
この夏大きく成長した姿を見せてくれそうですね。８月も夏ならではの活動
を楽しんで行きたいと思います。

とうもろこしの皮むきをしたよ。

すみれぐみ（3 歳児）
・養護・・・十分な休息や水分補給、着替えなどを自分で出来るように援助をし、暑い夏を快適に過ごせ
るようにする。
・教育・・・友だちや保育者と一緒にプールなど、夏ならではの遊びを楽しむ。
先日はお忙しい中、夏まつりにご参加頂きありがとうございました。夏まつりに向けて飛行機やでん
でん太鼓等の製作に取り組んだり、盆踊りやお神輿の応援を楽しんだりしていた子どもたち。作品も出来
上がり当日が近づくに連れ期待感が高まり「おまつり楽しみだね！」と毎日のように話していました。最
初はあまり親しみのなかった「宇宙」に対しても、お兄さんお姉さん達と話をしたり、作った作品を見た
りする中で徐々に興味をもち、一緒に図鑑や表を眺める姿がありました。もう
少し夏まつりの余韻を楽しみながら、興味を深めていきたいと思います。
７月から始まったプールでは、水あそびを楽しんだり、体操のしゅうと先生
が指導してくれたり、子どもたちはとても喜び楽しんでいます。水が急に体に
かかっても、水に顔をつけても大丈夫な子が増え、それぞれの自信になってい
ます。８月も夏ならではの遊びを思い切り楽しみたいと思います。

飛行機の翼を好きな色で塗ったよ

ゆりぐみ（4 歳児）
・養護・・・夏の遊びや生活に必要なことを知り、身の回りのことを丁寧に行えるようにする。
・教育・・・夏の自然に親しみ、開放的な遊びを十分楽しむ。
毎日暑い日が続いていますが、暑さの中でも元気いっぱいのゆり組さん。７月から水あそびが始まり
「今日プールに入る？」と毎日楽しみに登園し、開放感や水の感触を感じながら歓声をあげ、
「気持ちい
いね。
」とバシャバシャ遊ぶ姿や「顔つけられるんだよ。
」と得意気に見せてくれる子など、水あそびを思
う存分楽しんでいます。
先日の夏まつりにはたくさんの保護者の方にご参加頂きありがとうございました。今年のテーマは、
「空」
。特に宇宙についてたくさんのことを知ることができました。惑星の名前
や順番を掲示するととても興味を示しすぐに覚えてしまう子や宇宙人のイメー
ジをふくらませ絵を描く子もいました。ひとつの大きな行事を終え、さらに子
ども達の自信に繋げ意欲的に生活出来るように取り組んで行きたいと思います。
また、体調にも十分留意し活動を楽しんでいきたいと思います。

みんななかよし！

ひまわりぐみ（5 歳児）
・養護・・・自ら水分補給や汗の始末を行い、清潔を保ち健康的に過ごせるようにする。
・教育・・・自分の考えを伝えたり、相手の思いを聞き入れたりしながら友だちとの関わりを深め、
思いやりを持てるようにする。
先日はお忙しい中、夏まつりにご参加いただきありがとうございました。憧れていた法被を着て
格好良いお神輿担ぎを見せてくれたひまわり組。子どもたちは団結力が強くなり、一段と頼もしくなりま
した。夏まつりに向けた取り組みの中で、プラネタリウムで見た惑星や星座に興味をもち、名前を覚えた
り図鑑で調べたりしながら製作をしていました。今後の活動も素敵な年長組としての活躍が楽しみです。
また、先月から始まったプール遊びでは、「今日もプールある？」と保育
者に笑顔で尋ね、期待を持って取り組む姿が見られました。今月も引き続
きプール遊びを楽しむとともに、
先月よりも約束事を意識して安全に取り組めるよう働きかけていきます。
今月も冷房を適切に使ったり、休息を入れたりして、一人ひとりが快適に
過ごせるように配慮していきます。

はっぴを着て気合十分！

