
 

 

 

 

 
 

１６日（火）～２０日（土）年長組鼓笛練習期間

２１日（日）年長組「好間わっしょい」鼓笛演奏参加

      

２５日（木）２学期始業式

３１日（水）お誕生日会

            

◇ 年長組は地域イベント「好間わっしょい」参加のため、８月１６日（火）

～２０日（土）の５日間、夏休み返上で登園し、鼓笛の練習を行います。

イベント当日が鼓笛演奏初披露となりま

人でも多くの方のご来場、ご声援をお待ちしており

ます。 

 

◇ ２学期も「プール

セット、お昼寝用バスタオルを８月２５日（木）の

２学期始業式に持たせて下さい。

 

７月１日（金）子ども達が待ちにま

っていた「プール開き」をしました。

天気にも恵まれ、水にこわがる様子

もなく大はしゃぎの子ども達。それ

ぞれお気に入りの水着を着て、元気

にプール遊びをする子ども達は暑

さに負けずにキラキラ笑顔でした。

 

７月８日（金）人形劇「赤ずきん・

こぶた」観劇の為、いわき芸術文化交流館

アリオスに行きました。みんなでバスに乗

り、ドキドキ、ワクワク遠足気分の子ども

達。人形劇が始まってからは、目の前で繰

り広げられる楽しいお話に始終釘付けにな

っていました。園外活動はきちんと約束を

守り、楽しむことができました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

毎日暑い日が続きますが、幼稚園には暑さに負けずに元気な子ども達の声が溢れています。７月に入り、子ども達
が楽しみにしていたプールが始まりました。「顔をつけられた！」「もぐれた！」など、少しずつ成長を感じることができ
て嬉しく思います。４月に入園・進級をし約４か月間、様々な面で成長を見せてくれる子ども達にたくさん元気をもら
った１学期でした。

<８月の行事予定〉

１６日（火）～２０日（土）年長組鼓笛練習期間

２１日（日）年長組「好間わっしょい」鼓笛演奏参加

（好間第一小学校体育館）

      ※演奏開始予定１３：１０～１３：２５

２５日（木）２学期始業式

３１日（水）お誕生日会

（主食はいりません。おはしセットのみ持参。）
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～２０日（土）の５日間、夏休み返上で登園し、鼓笛の練習を行います。

１学期も終わり、いよいよ夏休みです。さて、今年度に入ってから初め

ての長期休暇となる夏休みですが、生活リズムが崩れやすい落とし穴があ

ります。早寝早起きや規則正しい食事など、一度崩れてしまったリズムは

立て直すのも大変ですので、今までの生活習慣を大切に、夏休みを満喫し

て頂きたいです。

また、夏休みは家族でお出かけをする機会

先での事故やトラブルに注意するだけでなく、帰ってきてからのお子様の

体調のケアも大切です。楽しんだ分、疲れも出てきます、楽しい思い出と

して残せるよう、無理のない計画を立ててくださいね。休み明け、子ども

達の元気な顔とたくさんのお話を楽しみにしています。

月の出来事】
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た。毎日盛りだくさんのち

ょう組さんですが、日々の

練習を大切に「

初披露と

に発揮して堂々とかっこよく、立派にステージに立つことができました。ご

来場、ご声援ありがとうございました。

７月１９日（火）年長組は、食育の一環で大和田自然

農園にて、ピザ作りをしました。初めてのピザ作りを

ずっと楽しみにしていた子ども達。お友達と一組に協

力しながらそれぞれおいしいピザを作ろうと楽しん

月生まれのお友達
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＜もも組＞

「幼児を狙った犯罪」や「水難事故」が多発しています。お子様

を遊ばせる時は決して１人で遊ばせず、保護者の目の届く範囲で

遊ばせて下さい。

万一、事故等が起きた場合は、必ず園または園長宅にご連絡くだ

さい。 
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でいる様子でした。自分達で

作ったピザは普段食べてい

るピザとはまた違ったおいしさで「おいしい！」の

声と笑顔が溢れていました。
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毎日暑い日が続きますが、幼稚園には暑さに負けずに元気な子ども達の声が溢れています。７月に入り、子ども達
が楽しみにしていたプールが始まりました。「顔をつけられた！」「もぐれた！」など、少しずつ成長を感じることができ
て嬉しく思います。４月に入園・進級をし約４か月間、様々な面で成長を見せてくれる子ども達にたくさん元気をもら
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「幼児を狙った犯罪」や「水難事故」が多発しています。お子様

を遊ばせる時は決して１人で遊ばせず、保護者の目の届く範囲で

万一、事故等が起きた場合は、必ず園または園長宅にご連絡くだ

 

 

楽しい夏休みを過ごすために

１学期も終わり、いよいよ夏休みです。さて、今年度に入ってから初め

ての長期休暇となる夏休みですが、生活リズムが崩れやすい落とし穴があ

ります。早寝早起きや規則正しい食事など、一度崩れてしまったリズムは

立て直すのも大変ですので、今までの生活習慣を大切に、夏休みを満喫し

も多くなることでしょう。旅

先での事故やトラブルに注意するだけでなく、帰ってきてからのお子様の

体調のケアも大切です。楽しんだ分、疲れも出てきます、楽しい思い出と

して残せるよう、無理のない計画を立ててくださいね。休み明け、子ども

達の元気な顔とたくさんのお話を楽しみにしています。 

」と一生懸命頑張っていました。

いうことでドキドキしたと思いますが、今までの練習の成果を十分
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