園だより（５月

皐月）

ますしまっこ

今月のうた♪にじ♪

Ｈ・２５ ４・２３
増 島 保 育 園
古川祭りがすむと飛騨にも、黄緑色の若葉がまぶしい季節がやってきますね。個人差はありま
すが、入園してきたお友だちも進級したお友だちも、ようやく園生活に慣れ、だんだん活動的な遊
びをするようになりました。
最近は 『～らしさ・・・』が随分感じられる年中さんや年長さんです。卒園式の練習をしていた
1 ヶ月前からすごく成長した姿を感じます。特に年長さんは『一番大きい組！』という意識があり、
朝の砂場の道具出しや集会の時の挨拶・姿勢の良さはみんなのお手本です。本当に年長らしさ
を感じてたのもしく思います。
全体的には、ますしまっこたちの表情も少しずつ和らいで、ご家庭や保育園の温かい見守りの中で、
少しずつ落ち着いてきた子ども達・・・ただ、ゴールデンウィーク過ぎまでは後退現象が見られる時もあ
りますが、焦らず見守ってあげていただきたいと思います。心配な事や要望などがありましたら気軽に
担任や園長に相談してください。
５月は自然界同様、子ども達もぐ～んと伸びる時です。屋外に出て自然と触れ合いながら元気に
過ごそうと思います。
～新入園児歓迎会

年長さん手作りペンダントをプレゼント
大きいおにいちゃんやおねえちゃんの拍手の花道を通って退場
サッカーに夢中の年長男の子たち・・・
小さい子たちがじっと見ていました・・・
真似をしてサッカー遊びを始めます。
（見る→真似る→成長の第一歩！）

～園庭でだんご虫探しに夢中～
増島保育園の広い園庭は子どもたちにとって
魅力にあふれるフィールドです。
フェンスの隅に積んであるブロックを除けてだんご虫
をゲット！『 わーまるまる！』 『 どーやって飼う？』
子どもたちの興味が広がっていきます・・・

お知らせ

☆ 保育参観・第１回幼児学級・保護者会総会 （５月９日

９：１５～）

当日は駐車場の混雑が予想されますのでなるべく乗り合わせていただき、時間厳守（９時までに登園）でお願
いします。（通園バスあり）詳細は保護者会より配布してあります。
参観内容
年少：朝の会の見学・親子で遊ぼう （ 各クラスにて ）
年中：朝の会の見学・親子製作

（ 各クラスにて ）

年長：親子ヨガ教室 ※スポーツタオル親子の分２枚持参ください （遊戯室にて ） 体操しやすい服装
☆ ～命を守る訓練～交通安全教室 （５月１５日 １０：００～）
飛騨警察署の方に園庭で信号機を使った実施訓練とＤＶＤでの指導をしていただきます。
☆ 昔遊び （ ５月１０日 たんぽぽ・こあら組合同

１０：００～）

（ ５月１４日 つくし・うさぎ組合同 １０：００～）

縦割り保育で実施します。田高先生指導

昔遊びの講師として田高先生に１年間指導していただきます。
最後にお楽しみとして毎回エプロンシアターもしていただいています。田高先生ワールドが存分に楽しめます。
☆ 和太鼓 （ ５月１６日 ２３日 １０：００～） 堀口先生指導

６月９日の出演を目指してがんばります！

裸足でしっかりかまえて打ち込みます！
☆ よもぎ団子つくり 年長 （５月２１日 １０：００～） 年中 （５月 22 日
野に出て摘んだよもぎを使ってよもぎ団子を作ります。

１０：００～）

エプロン・三角巾・マスクを持たせてください。

☆ 春の遠足 （５月２４日） ☀ますように！
年

長

年少・中

（園児のみ）→ さくら保育園見学ツアー
（親

園バス使用

子）→ 歩いてふるかわまち探検！気分は観光客
（雨天時はトレーニングセンターとなります）

未

満

（園児のみ）→園内なかよし遠足ごっこ 未満児は給食があります。
詳細は後日配布します。

☆ さつまいも苗植え 年長 （５月２７日 １０：００～） 雨天順延 農協青年部協力
持ち物・・・長靴（名前を書いた袋にいれて）を持たせてください。
☆ お茶っこ教室 年長 （５月３１日 １０：００～）
年長児を対象に、感性豊かな心と、落ち着きが育むことを願い、１年間通し森下先生よりお茶のお作法を教
えていただきます。毎回、白の靴下を持たせてくださるようお願いします。
☆ 働く手でがんばるデー （５月１３日

）

園児による清掃作業→石拾い・草むしり・ゴミ拾いなど
☆ ちょぼら隊

（５月１７日 金

働いてもらいます！

１４：００～）

保護者の方にボランティア活動として側溝の掃除をご依頼させていいただきます。
詳細は後日配布します。
【６月の予定】
＊ ６月３日（裸足保育開始・衣替え）
＊ ６月４日（不審者対応訓練）
＊ ６月５日（歯科検診）
＊ ６月６日（内科検診 未・年少）

＊６月１1・１２日（ぎょう虫・尿検査）
＊６月１１日（内科検診 年中・長）
＊６月２１日（キッズぱくぱく 年中・長）
＊６月２７日（なかよし広場 未就園児親子参加）

～お礼～
・ 今年も、『花菖蒲の会』のかたより正面玄関ロータリーのところにチューリップのプランタ
ーをいただきました。今年は寒いのでまだまだ満開とはいきませんが、楽しみです・・・
・ 入園式から登降園時に街頭指導をしていただきました。お忙しい中ありがとうございまし
た。「誰かが見ている！」と思うと緊張感がでますし、通常より心がけようと思うようになり
ますね。
～園よりお願い～
・ 衣服や持ち物に必ず名前を記入してください。特に着替えの多い年少さんは、探すの
に大変です。物を大切にする！という意味からも、どうかご協力を！
今や世界共通語になりつつある『もったいない！』精神を大切にしょう！
・ちょぼら隊について（ちょっとボランティア）
毎年、ご協力いただいておりますちょぼら隊を今年も始めさせていただきます。降園
時間前の午後２時から側溝の掃除、植栽の草取りなどのお手伝いをお願いしたいと
思います。詳細は後日プリントにてお知らせします。
ご協力よろしくお願いします。（５月１７日 小雨決行）
・ 午睡布団について
６月１０日より全園児の午睡を開始する予定です。それまでにお布団の準備と搬入
をお願いします。（５月３１日～６月３日）

午睡布団は隔週金曜日に持ち帰り、洗

濯や布団干しをお願いします。持ち帰り日は（園だより予定）にてお知らせしていきま
す。
※ ６月３日～７日の間で暑い日や午前中の保育によっては午睡する日もあります。
・ 緊急連絡網について
緊急時に早くご家庭に連絡できるよう電話連絡網を作成し配布させていただきます。
緊急時に備え、電話連絡網を今一度確認してくださいますようお願いします。安全
確保のため臨時休園や登園後の場合でも、その後の状況に応じ降園を早める処置
をとらせていただくことがありますので、ご承知おき下さるようお願い致します。
また、登録していただいている緊急メールも活用していきます

★バス通園を利用されている保護者の皆様へお願い
安全に送迎するために下記のことにご注意くださるようお願いします。
・ 合羽・傘・生き物はバスの中に持ち込み禁止となっています。
・ 午睡布団はバスへの持ち込みは無理なので、ご面倒をおかけします
が、各自での搬入をお願いします。
★ 箱ティッシュを 1 人１箱持たせていただきたいのでご協力お願いします （年少・中組）

～お知らせ～
☆年長児 『 母の日 』の似顔絵展示について
今年もアピタ飛騨高山店２Ｆ特設会場に年長さんの描いた似顔絵が
４月２７日～５月１２日まで展示されます。皆さん見に行ってくださいね・・・
☆ セレクト図書が始まっています（年少組ももうすぐ開始します）園から絵本と一緒に下記の用紙も
入れますので、記入して園に返してください。順に回していきます。

１

くさかべ ふみえ

２

ほらぐち ひとみ

３

ごとう みき

５/10

返した日

借りた日

氏 名

つるのおんがえし
借りた日

はなさかじいさん

返した日

本の題名

５/13

記入してください（２～３日がめど）
☆ 個別懇談について
年少組は入園式の後に各家庭の方に訪問させていただきました。お忙しい中ご協力いただきあり
がとうございました。
年中・長組は保育園の方に来ていただく希望個別懇談を予定しております。日時は年次たよりで
お知らせしますが、下記の時期を予定しております。
年中→１０月頃
年長→１１月頃
年少→１２月頃
こどもたちの育ちは、日々成長しています。その中で不安に思われることや、知りたいこと、要望な
どがあると思いますので、個別懇談ばかりでなくいつでも気軽にお声をかけてください。
担任や子育て担当、園長が時間を設けてお話させていただきます。
☆ 大型紙芝居 （教育委員会より）
飛騨の民話

『 大洞の天狗 』 『 かっぱの約束 』

絵本では毎年いただいていましたが、今回幼児向きに紙芝居に作成していただき
ました。飛騨市在住の方の作品なので貴重ですし、大型なので迫力があります。
さっそく、職員室の前に展示し年長さんから読み聞かせしています。

☆ のほほんタイムがはじまります
リニューアルした図書コーナー（もも組の前） で職員が順番に読み聞かせをします。午後の
自由な時間に集まってきた子にセレクトした絵本を読みます。のほほんタイムとネーミングしました
た。保護者の方で『読み聞かせしたい！』という希望があればどうぞお知らせ下さい。設定します。

☆ 園で準備していた遠足のおかし（駄菓子程度のもの）について
長き歴史があった遠足のお菓子ですが、当日はお家の方に作っていただいたおいしい愛情弁当
をいっぱい食べて心も体も満足！また、アレルギーの関係からも考慮しまして、お菓子は準備し
ないこととします。そのかわりシャボン玉を用意し当日はお弁当を食べた後に、シャボン玉飛ばし
などで遊びます。お家からのお菓子（ゼリーも含む）も持参しないようにご理解、協力お願いしま
す。
（フルーツは OK です）
※ 年長さんは園児だけですし、園に戻ってくるので、通常のおやつは出し降園前に食べます。
～ホットはあとコラム～
☆ 今年は春の訪れが遅く、園庭のチューリップがなかなか咲きませんでしたが、ようやく咲き始め、
ようとしています。一つ二つと咲いていく花に興味を示す子どもたち・・・色を楽しんだり、大きさや
形を楽しんだりしています。これからの季節は、たくさんの花に囲まれますね・・・
花を眺めることは、心のゆとりにつながります。
～花育とは～
｢花は枯れる。短い命の輝きを伝えていく活動を花育と呼びたい｣
菊作りの三代目 袴田 佰領氏 （浜松市在住）

～５月の誕生会～
１、誕生児入場
３、インタビュー

２、園長より （お祝いの言葉・季節の話・昔話）
４、歌のプレゼント

５、誕生カード

６、お楽しみコーナー （みんなで体育遊び）
７、手作りおやつ（よもぎ蒸しパン）

～食育だより～
❤４月の手作りおやつは誕生会のお祝いゼリーです。給食のおばちゃん（ようこちゃん・ちえみちゃんシ
ェフ）特製です。毎月手作りクッキングを楽しみたいと思います。
５月の手作りおやつ☞よもぎ蒸しパン（誕生会）
ますしまっこクッキング☞よもぎ団子
年長さんが野に出て摘んできてくれるよもぎで作りま～す！
❤ちびっこ農園活動～
かぶらの会（鎌宮さん・奥田さん・柚原さん）が耕運機で畑を耕し、うねを作ってくださった畑で
年長さんの働く手が大活躍しました。
〔品種〕男爵・メイクイーン・を植えました。
これからはさつまいもの苗植え作業・草取り作業・トマト・きゅうり・なす・ピーマン・大根の栽培し
ていきます。
農園活動はいろんな発見や作業の体験・収穫の喜び・食する楽しみ・食べ物や人への感謝の
気持ちが育ちます。未満児自園給食にも使用します。
みなさんも、ますしまっこ農園を見に来てくださいね・・・

（たんとなるといいな～）
※もし、時間があれば草むしりなども・・・お願いします。

