
 

 

 

 

 

1 日（金）プール開き

     

７日（木）七夕

８日（金）人形劇観劇（アリオス）『赤ずきん』『３匹のこぶた』

      

１７日（日）いわき市制施行

      

１８日（月・祝

１９日（火）お誕生会（主食はいりません。おはしセットのみ持参）

      

● プールについて

目、鼻、皮膚などの疾患がありましたら、治療を済ませておくようにして下さい。

 感染症については、配布済の資料をご覧になって下さい。
 
 

も汗をかきながら、演奏・演技の練習に取り組んでいます。

地域イベント「好間わっしょい」にて、

ております。応援よろしくお願いします。

６月９日（木）

室が開催され、園児や

も安心安全に生活できるように、次

ょう。《イカのおすし

い③お→大声で叫ぶ

６月１０日（金）「時の記念日」にちなみ

取り入れてみました。お製作を作りながら、時計にもとても興味を持つこと

ができたようです。またちょう組はワタナベ時計店を見学し、たくさんの時

計に触れることができました。時計店のご担当様より、各時計について説

を受け、真剣に話を聞く姿に成長が見られる年長組でした。毎年招待して下

さるワタナベ時計店様に感謝申し上げます。

見学後、リニューアルした松が丘公園にて、元気いっぱい自由遊びを楽しみ、

大満足の一日でした。

  

 

 

 

 

 

 

 

 

梅雨に入り
パワーアップ
な遊びを十分に楽しみたいと思います。

暑さで体調
と思います。

日（金）プール開き

     第 3 回ベリーズクラブ

７日（木）七夕 

８日（金）人形劇観劇（アリオス）『赤ずきん』『３匹のこぶた』

      （もも組、はな組、ちょう組園児参加

１７日（日）いわき市制施行

いわき好間地区オープニングイベント（大和田自然農園）

      ちょう組参加（後日プリント配布）

月・祝）海の日

１９日（火）お誕生会（主食はいりません。おはしセットのみ持参）

      ピザ作り 

プールについて 

 夏の日差しが輝き始め、いよいよプール遊びが始まります。水着の着

替えや後片付けなど、子どもたちがひとりで身の回りのことを行う良

い機会です。

着になると子どもたちは大はしゃぎ。ルールを守り、安全に気をつけ

ながら、水遊びを楽しみたいと思います。毎朝「プール表」への記入

を忘れずに行い、健康チェック、体調の変化に注意しましょう。また、

目、鼻、皮膚などの疾患がありましたら、治療を済ませておくようにして下さい。

感染症については、配布済の資料をご覧になって下さい。

６

ちょう組が基本動作、演奏、ガード演技、隊形変化

等の指導を受けました。ちょう組

ひとつ」をモットーに頑張っていました。

ける真剣なまなざし

も汗をかきながら、演奏・演技の練習に取り組んでいます。

地域イベント「好間わっしょい」にて、

ております。応援よろしくお願いします。

日（木）２名のスクールサポーターによる防犯教

室が開催され、園児や職員が真剣に参加しました。今後

も安心安全に生活できるように、次

イカのおすし》

大声で叫ぶ④す→

６月１０日（金）第

した。今月のベリーズクラブは、ペットボトルでアン

パンマンのジョーロを作り、砂場で泥遊びをしまし

た。みんなニコニコ笑顔で、親子で楽しく過ごしまし

た。来月は７月１日（金）「おかいものごっご」です。

６月１０日（金）「時の記念日」にちなみ

取り入れてみました。お製作を作りながら、時計にもとても興味を持つこと

ができたようです。またちょう組はワタナベ時計店を見学し、たくさんの時

計に触れることができました。時計店のご担当様より、各時計について説

を受け、真剣に話を聞く姿に成長が見られる年長組でした。毎年招待して下

さるワタナベ時計店様に感謝申し上げます。

見学後、リニューアルした松が丘公園にて、元気いっぱい自由遊びを楽しみ、

大満足の一日でした。 

＜ちょう組＞

梅雨に入り、蒸し暑い毎日が続いています。水に触るのが
パワーアップし、毎日元気いっぱい遊んでいます。今月
な遊びを十分に楽しみたいと思います。

暑さで体調を崩しやす
と思います。 

＜ひよこ組＞

<７月の行事予定〉
日（金）プール開き 

回ベリーズクラブ 

８日（金）人形劇観劇（アリオス）『赤ずきん』『３匹のこぶた』

もも組、はな組、ちょう組園児参加

１７日（日）いわき市制施行 50 周年記念事業サンシャイン博

いわき好間地区オープニングイベント（大和田自然農園）

ちょう組参加（後日プリント配布）

海の日 

１９日（火）お誕生会（主食はいりません。おはしセットのみ持参）

 ちょう組参加（大和田自然農園、後日プリント配布）

夏の日差しが輝き始め、いよいよプール遊びが始まります。水着の着

替えや後片付けなど、子どもたちがひとりで身の回りのことを行う良

い機会です。衣類（下着、靴下）には必ず名前を記入して下さい。水

着になると子どもたちは大はしゃぎ。ルールを守り、安全に気をつけ

ながら、水遊びを楽しみたいと思います。毎朝「プール表」への記入

を忘れずに行い、健康チェック、体調の変化に注意しましょう。また、

目、鼻、皮膚などの疾患がありましたら、治療を済ませておくようにして下さい。

感染症については、配布済の資料をご覧になって下さい。

６月３日（金）

ちょう組が基本動作、演奏、ガード演技、隊形変化

等の指導を受けました。ちょう組

ひとつ」をモットーに頑張っていました。

ける真剣なまなざし

も汗をかきながら、演奏・演技の練習に取り組んでいます。

地域イベント「好間わっしょい」にて、

ております。応援よろしくお願いします。

２名のスクールサポーターによる防犯教

職員が真剣に参加しました。今後

も安心安全に生活できるように、次の注意点を守りまし
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した。今月のベリーズクラブは、ペットボトルでアン

パンマンのジョーロを作り、砂場で泥遊びをしまし

た。みんなニコニコ笑顔で、親子で楽しく過ごしまし

た。来月は７月１日（金）「おかいものごっご」です。

６月１０日（金）「時の記念日」にちなみ

取り入れてみました。お製作を作りながら、時計にもとても興味を持つこと

ができたようです。またちょう組はワタナベ時計店を見学し、たくさんの時

計に触れることができました。時計店のご担当様より、各時計について説

を受け、真剣に話を聞く姿に成長が見られる年長組でした。毎年招待して下

さるワタナベ時計店様に感謝申し上げます。

見学後、リニューアルした松が丘公園にて、元気いっぱい自由遊びを楽しみ、

 

＜ちょう組＞ 

、蒸し暑い毎日が続いています。水に触るのが
し、毎日元気いっぱい遊んでいます。今月

な遊びを十分に楽しみたいと思います。
を崩しやすく

＜ひよこ組＞ 

月の行事予定〉

８日（金）人形劇観劇（アリオス）『赤ずきん』『３匹のこぶた』

もも組、はな組、ちょう組園児参加） 

周年記念事業サンシャイン博

いわき好間地区オープニングイベント（大和田自然農園）

ちょう組参加（後日プリント配布） 

１９日（火）お誕生会（主食はいりません。おはしセットのみ持参）

ちょう組参加（大和田自然農園、後日プリント配布）

夏の日差しが輝き始め、いよいよプール遊びが始まります。水着の着

替えや後片付けなど、子どもたちがひとりで身の回りのことを行う良

衣類（下着、靴下）には必ず名前を記入して下さい。水

着になると子どもたちは大はしゃぎ。ルールを守り、安全に気をつけ

ながら、水遊びを楽しみたいと思います。毎朝「プール表」への記入

を忘れずに行い、健康チェック、体調の変化に注意しましょう。また、

目、鼻、皮膚などの疾患がありましたら、治療を済ませておくようにして下さい。

感染症については、配布済の資料をご覧になって下さい。

日（金）鼓笛指導の末永先生に来園いただき、

ちょう組が基本動作、演奏、ガード演技、隊形変化

等の指導を受けました。ちょう組

ひとつ」をモットーに頑張っていました。

ける真剣なまなざしは、さすが年長組です。

も汗をかきながら、演奏・演技の練習に取り組んでいます。

地域イベント「好間わっしょい」にて、皆様にご披露できる日を心待ちにし

ております。応援よろしくお願いします。 

２名のスクールサポーターによる防犯教

職員が真剣に参加しました。今後

の注意点を守りまし
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６月１０日（金）第 2 回ベリーズクラブが開催されま

した。今月のベリーズクラブは、ペットボトルでアン

パンマンのジョーロを作り、砂場で泥遊びをしまし

た。みんなニコニコ笑顔で、親子で楽しく過ごしまし

た。来月は７月１日（金）「おかいものごっご」です。

６月１０日（金）「時の記念日」にちなみ、各学年でお製作の中にも時計を

取り入れてみました。お製作を作りながら、時計にもとても興味を持つこと

ができたようです。またちょう組はワタナベ時計店を見学し、たくさんの時

計に触れることができました。時計店のご担当様より、各時計について説

を受け、真剣に話を聞く姿に成長が見られる年長組でした。毎年招待して下

さるワタナベ時計店様に感謝申し上げます。 

見学後、リニューアルした松が丘公園にて、元気いっぱい自由遊びを楽しみ、
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、蒸し暑い毎日が続いています。水に触るのが
し、毎日元気いっぱい遊んでいます。今月

な遊びを十分に楽しみたいと思います。
く、感染症も流行し始めます。

月の行事予定〉 

８日（金）人形劇観劇（アリオス）『赤ずきん』『３匹のこぶた』 

 

周年記念事業サンシャイン博 

いわき好間地区オープニングイベント（大和田自然農園）

１９日（火）お誕生会（主食はいりません。おはしセットのみ持参） 

ちょう組参加（大和田自然農園、後日プリント配布）

☆おしらせ☆

夏の日差しが輝き始め、いよいよプール遊びが始まります。水着の着

替えや後片付けなど、子どもたちがひとりで身の回りのことを行う良

衣類（下着、靴下）には必ず名前を記入して下さい。水

着になると子どもたちは大はしゃぎ。ルールを守り、安全に気をつけ

ながら、水遊びを楽しみたいと思います。毎朝「プール表」への記入

を忘れずに行い、健康チェック、体調の変化に注意しましょう。また、

目、鼻、皮膚などの疾患がありましたら、治療を済ませておくようにして下さい。

感染症については、配布済の資料をご覧になって下さい。 

【先月の出来事】
鼓笛指導の末永先生に来園いただき、

ちょう組が基本動作、演奏、ガード演技、隊形変化

等の指導を受けました。ちょう組の子どもたちは

ひとつ」をモットーに頑張っていました。指導を受
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いわき好間地区オープニングイベント（大和田自然農園） 

 

ちょう組参加（大和田自然農園、後日プリント配布） 

☆おしらせ☆

夏の日差しが輝き始め、いよいよプール遊びが始まります。水着の着

替えや後片付けなど、子どもたちがひとりで身の回りのことを行う良

衣類（下着、靴下）には必ず名前を記入して下さい。水

着になると子どもたちは大はしゃぎ。ルールを守り、安全に気をつけ

ながら、水遊びを楽しみたいと思います。毎朝「プール表」への記入

を忘れずに行い、健康チェック、体調の変化に注意しましょう。また、

目、鼻、皮膚などの疾患がありましたら、治療を済ませておくようにして下さい。 
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鼓笛指導の末永先生に来園いただき、
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ができたようです。またちょう組はワタナベ時計店を見学し、たくさんの時

計に触れることができました。時計店のご担当様より、各時計について説明

を受け、真剣に話を聞く姿に成長が見られる年長組でした。毎年招待して下

見学後、リニューアルした松が丘公園にて、元気いっぱい自由遊びを楽しみ、

砲を作ろう」、はな組は「輪投げゲームを作ろう」、ちょう組は「親子です

ごろくゲームを作ろう」と“親子で遊ぶ”がテーマだったので、各部屋では

テーマに沿って保護者の方も一緒に楽しむ姿が見られ、子どもたちも大喜び

でした。

６月２０日

ル様のご協力により「水慣れ教室」に参加しました。

大きなプール、シャワー、入浴、サウナを体験し、

「楽しかったぁ！！」大

「もっとやりたぃー！」と、好奇心旺盛

ちの姿がたくさん見られました。

おきましても「交通安全」について話し合ってみて下

さい。

月生まれのお友達
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、蒸し暑い毎日が続いています。水に触るのがここちよい
し、毎日元気いっぱい遊んでいます。今月はプールも始まります。夏ならではの開放的でダイナミック

、感染症も流行し始めます。健康や衛生に留意し、元気に過ごせるようにしていきたい

・プール遊びの楽しさを味わいながら水に親しむ。

・基本的生活習慣の見直しをする。

 （特に排泄、食事の仕方、衣服の脱着等）
 

 
２０日（水）一学期終業式（普通保育）
２１日（木）夏休み開始

８月２５日（木）二学期始業式（普通保育）

☆おしらせ☆ 

夏の日差しが輝き始め、いよいよプール遊びが始まります。水着の着

替えや後片付けなど、子どもたちがひとりで身の回りのことを行う良

衣類（下着、靴下）には必ず名前を記入して下さい。水

着になると子どもたちは大はしゃぎ。ルールを守り、安全に気をつけ

ながら、水遊びを楽しみたいと思います。毎朝「プール表」への記入

を忘れずに行い、健康チェック、体調の変化に注意しましょう。また、

 

【先月の出来事】 

砲を作ろう」、はな組は「輪投げゲームを作ろう」、ちょう組は「親子です

ごろくゲームを作ろう」と“親子で遊ぶ”がテーマだったので、各部屋では

テーマに沿って保護者の方も一緒に楽しむ姿が見られ、子どもたちも大喜び

でした。 

６月２０日（月）ちょう組が大教スイミングスクー

ル様のご協力により「水慣れ教室」に参加しました。

大きなプール、シャワー、入浴、サウナを体験し、

「楽しかったぁ！！」大

「もっとやりたぃー！」と、好奇心旺盛

ちの姿がたくさん見られました。

おきましても「交通安全」について話し合ってみて下

さい。 園におきましても、駐車場を増設する等、園

月生まれのお友達�

 

ここちよい季節となりました。子どもたち
プールも始まります。夏ならではの開放的でダイナミック

や衛生に留意し、元気に過ごせるようにしていきたい

【７月の指導目標】

・プール遊びの楽しさを味わいながら水に親しむ。

・基本的生活習慣の見直しをする。

（特に排泄、食事の仕方、衣服の脱着等）

２０日（水）一学期終業式（普通保育）
２１日（木）夏休み開始 

 <7/21(木)～

８月２５日（木）二学期始業式（普通保育）

● 人形劇観劇

 ７月８日（金）は、アリオスにて人形劇団「飛

行船」による『赤ずきん』『三匹のこぶた』が

開催され、もも組、はな組、ちょう組が観劇し

ます。 

（当日は保育時間内で予定しています）

『赤ずきん』『三匹のこぶた』は、子どもたち

も大好きな物語ですので、絵本や紙芝居等で理

解度を十分に広めたいと思います。

６月１１日（土）たくさんの保護者の皆様にご来園い

ただき、盛会に保育参観が開催され、心より御礼申し

上げます。ひよこ組は「親子でリトミック」、いちご

組は「親子で新聞遊びを楽しもう」、

砲を作ろう」、はな組は「輪投げゲームを作ろう」、ちょう組は「親子です

ごろくゲームを作ろう」と“親子で遊ぶ”がテーマだったので、各部屋では

テーマに沿って保護者の方も一緒に楽しむ姿が見られ、子どもたちも大喜び

ちょう組が大教スイミングスクー

ル様のご協力により「水慣れ教室」に参加しました。

大きなプール、シャワー、入浴、サウナを体験し、

「楽しかったぁ！！」大喜び、ドキドキ、ワクワク、

「もっとやりたぃー！」と、好奇心旺盛

ちの姿がたくさん見られました。（

６月２４日（金）交通指導員をお招きして「交通安全教

室が開催されました。お遊戯室に信号機

置したり、紙芝居、腹話術などを使用し、園児たちに楽

しく指導して頂きました。子どもたち一人一人が

話を聞く姿に成長を感じ嬉しく思いました。各ご家庭に

おきましても「交通安全」について話し合ってみて下

園におきましても、駐車場を増設する等、園

児の安全確保に努めてま

いりますので、ご協力のほ

どよろしくお願い致しま

す。 

� 

季節となりました。子どもたち
プールも始まります。夏ならではの開放的でダイナミック

や衛生に留意し、元気に過ごせるようにしていきたい

 

月の指導目標】

・プール遊びの楽しさを味わいながら水に親しむ。

・基本的生活習慣の見直しをする。

（特に排泄、食事の仕方、衣服の脱着等）
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人形劇観劇について
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行船」による『赤ずきん』『三匹のこぶた』が

開催され、もも組、はな組、ちょう組が観劇し

 

（当日は保育時間内で予定しています）

『赤ずきん』『三匹のこぶた』は、子どもたち
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ル様のご協力により「水慣れ教室」に参加しました。
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喜び、ドキドキ、ワクワク、
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置したり、紙芝居、腹話術などを使用し、園児たちに楽
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話を聞く姿に成長を感じ嬉しく思いました。各ご家庭に

おきましても「交通安全」について話し合ってみて下

園におきましても、駐車場を増設する等、園

児の安全確保に努めてま

いりますので、ご協力のほ
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季節となりました。子どもたち
プールも始まります。夏ならではの開放的でダイナミック

や衛生に留意し、元気に過ごせるようにしていきたい
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月の指導目標】 

・プール遊びの楽しさを味わいながら水に親しむ。

・基本的生活習慣の見直しをする。 

（特に排泄、食事の仕方、衣服の脱着等）
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について 

７月８日（金）は、アリオスにて人形劇団「飛

行船」による『赤ずきん』『三匹のこぶた』が

開催され、もも組、はな組、ちょう組が観劇し

（当日は保育時間内で予定しています）

『赤ずきん』『三匹のこぶた』は、子どもたち

も大好きな物語ですので、絵本や紙芝居等で理

解度を十分に広めたいと思います。 

６月１１日（土）たくさんの保護者の皆様にご来園い

ただき、盛会に保育参観が開催され、心より御礼申し

上げます。ひよこ組は「親子でリトミック」、いちご

組は「親子で新聞遊びを楽しもう」、もも組は「空気

砲を作ろう」、はな組は「輪投げゲームを作ろう」、ちょう組は「親子です

ごろくゲームを作ろう」と“親子で遊ぶ”がテーマだったので、各部屋では

テーマに沿って保護者の方も一緒に楽しむ姿が見られ、子どもたちも大喜び

ちょう組が大教スイミングスクー

ル様のご協力により「水慣れ教室」に参加しました。
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喜び、ドキドキ、ワクワク、
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置したり、紙芝居、腹話術などを使用し、園児たちに楽

しく指導して頂きました。子どもたち一人一人が
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園におきましても、駐車場を増設する等、園
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＜はな組＞ 

季節となりました。子どもたちは、ますます
プールも始まります。夏ならではの開放的でダイナミック

や衛生に留意し、元気に過ごせるようにしていきたい

＜いちご組＞ 

 

 

・プール遊びの楽しさを味わいながら水に親しむ。 

（特に排泄、食事の仕方、衣服の脱着等） 

７月８日（金）は、アリオスにて人形劇団「飛

行船」による『赤ずきん』『三匹のこぶた』が

開催され、もも組、はな組、ちょう組が観劇し

（当日は保育時間内で予定しています） 

『赤ずきん』『三匹のこぶた』は、子どもたち

も大好きな物語ですので、絵本や紙芝居等で理

 

６月１１日（土）たくさんの保護者の皆様にご来園い

ただき、盛会に保育参観が開催され、心より御礼申し

上げます。ひよこ組は「親子でリトミック」、いちご

もも組は「空気

砲を作ろう」、はな組は「輪投げゲームを作ろう」、ちょう組は「親子です

ごろくゲームを作ろう」と“親子で遊ぶ”がテーマだったので、各部屋では

テーマに沿って保護者の方も一緒に楽しむ姿が見られ、子どもたちも大喜び

予定しています） 

６月２４日（金）交通指導員をお招きして「交通安全教

や横断歩道を設

置したり、紙芝居、腹話術などを使用し、園児たちに楽

しく指導して頂きました。子どもたち一人一人が真剣に

話を聞く姿に成長を感じ嬉しく思いました。各ご家庭に
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ますます
プールも始まります。夏ならではの開放的でダイナミック

や衛生に留意し、元気に過ごせるようにしていきたい


