園だより（１０月 神無月）

今月のうた ♪かめのえんそく♪

ますしまっこ

Ｈ・２５

９・１９

増 島 保 育 園
９月に入り、涼しくなったり真夏日の後は台風がやって来たりと天候がめまぐるしく変わっています。
近年は９月に入ってもかなり暑いこともあり、今年から１０月に運動会を実施することとしました。いつも
より練習開始を遅らせていますが、今週からは全体練習になり『がんばれ！』 『いけいけー！』 『前
向いて歩いて！』などの掛け声と音楽、子どもたちの歓声がコラボレーションし、１０月５日の運動会を
前に子どもたちも職員もちからが入ってきています。また、子どもたちにも競争心や頑張る気持ちが芽
生えてきていることを実感しますが、運動会当日はいろんなドラマがあります。走る途中で靴が脱げた、
バトンを落とした・・・おまけにチームに戻ると『あ～あ負けた』などの言葉・・・くやし涙、転んでいたい涙
年少さんは、たくさんのギャラリーに圧倒されてちょっだけ涙・・・などいろんなことがありますが、子ども
たちは一人ひとりのプロセス（成長過程）の中で頑張ってきました。そんな想いを胸にますしまっこ全員
に熱いエールを送っていただきたいと思います。
運動会の後、みんながひと回り心も体も大きく成長していることを願い、子どもたちも、保護者の皆
様、職員そして運動会にかかわるみんながのびのびと楽しめるようにしていきたと思っています。

～今年度から始めたこと紹介します～
＊

園児席にテントをします→応援席が２段になります

＊

園児の衣装の着換えやお世話などは職員でします
（保護者会より詳しい文書が配布されますのでご確認をお願いします）

＊ 年長組の競技アナウンスは園児席の前で行います。
＊ 年長組のなわとびリレーに少し変化が・・・
＊ 和太鼓（ますしまっ鼓）今年のタイトルは『 な か ま

』 です。

オリジナルなので毎年題名を付けていきます。
＊ 未満児２歳児さんの親子遊戯が新しく登場します。

１０月になると、厳しい日ざしもすっかり和らぎ過ごしやすい季節になりますね。
自然とのコミュニケーションをとるのに絶好の季節になります。大人も子どもも自然の中での生の体験
を通して、見分ける・感じ分ける・聞き分ける、感性に磨きをかけましょう。

お知らせ
☆ 衣替えについて （１０月１日～）
園児服の名前が消えていないか、袖口ゴムがゆるんでいないかなどのチェックをお願いします
着替えも持ち帰りますので、中身を替えて持たせてください。（中は薄着にしましょう！）
☆ 増島保育園大運動会 （１０月５日）
詳細は保護者会や園からの配布文書でご確認下さい。
☆ 秋の遠足 （詳細は年次だよりにて）
年長親子→10／８ 鮎ノ瀬牧場でバター作り体験！ ☂時も現地で実施・お弁当はトレーニングセンター
年中・少→10／８ 黒内果樹園でりんご狩りにﾁｬﾚﾝｼﾞ！ ☂時は園内でのお楽しみ遠足
※未満児クラスは通常の給食があります。
☆ 年長 保小交流会 （１０月９日 水 古川小学校 ） 通園バス利用９：４５～ １１：３０
年長さんが、古川小学校へ出かけ１年生と触れ合ったり学校探検をしてきます。
☆ 年中 デイサービス訪問 （１０月１１日 金 １３：３０～１４：３０） ハートピア２Ｆ
遊戯や歌の披露をしたり昔遊びで触れ合いをしてきます。おやつがいただけるのでお家へ持ち
帰ります。
☆ ちょぼら隊 出動願います！ （１０月１５日

火 １４：００～）

詳細は後日配布します。 皆さんのご協力お願いします。
★ 全園児 ～恵みの秋に感謝ｄｅ秋祭り～ （１０月１７日 木 ９：３０～）
ますしまっこ農園（秋の恵みに感謝して・・・）で収穫した野菜を使ってのやんちゃ汁
理事さんには餅つき、４役員さんには餅米蒸しや昼食の準備をしていただきます。
ほった森の方との交流（お楽しみコーナー）
※ 当日はやんちゃ汁・餅（あんこ・きな粉）を食べます。
※ 以上児持ち物：水筒
※ 詳細は後日配布
☆ 年長 食育体験

第２回キッズぱくぱく

（１０月２４日 火 １０：００～）

ＪＡ食育ボランティアさんの指導でおはぎ作りﾁｬﾚﾝｼﾞ！
年長 持ち物：エプロン・三角巾・マスク
☆ 以上児（年少・中・長） 祖父母参観 （１０月２５日 金 ９：１５～）
皆さんのお越しをお待ちいたしています。

詳細は後日配布

園で採れたさつまいもを園児と一緒に試食していただきます。
※ 当日は給食センターの都合で給食がありませんのでおにぎりデーとなります。
運動会や遠足などお弁当を作ることが多い１０月なのに本当に申し訳ありません。
持ち物：おにぎり（おにぎりだけなので多めにお願いします） 水筒・敷物

※未満児クラスは通常給食です。
☆ 全園児 防火教室

（１０月２８日 月 ） １０：００～

消防署の方→映像による防火の指導
消防車・救急車の試乗及び見学
煙体験 （煙の中を歩くってどんな感じ？ 無害でバニラの匂いですが、
煙はかなり視界を遮ります）

【 １１月・１２月の主な行事予定 】
＊１１月３日４日 生涯学習展
＊１１月１０日（日） 飛騨市福祉講演会 年長和太鼓で出演
＊１１月１４日 どじょっこ劇場観劇
＊１１月１５日 七五三
＊１１月２５日 年長 発表会&給食試食会
（４月に配布した年間計画より変更しましたのでご了承願います）
＊１１月２９日 年長 寿楽苑訪問
＊１２月４日 年少発表会&給食試食会
＊１２月５日 年中発表会&給食試食会
＊＊＊お知らせ・お願い＊＊＊
遠足のおやつについて
春の遠足よりパックおやつは止めています。今回も年少・中組は手作り弁当の他、りんご園
より試食のりんご（つがるｏｒ千秋）がたくさんいただけます。
年長組は親子でバター作りにﾁｬﾚﾝｼﾞし、パンに付けて食べたり、今年はチーズもんじゃ
なども準備いただけます。
「 おやつはお楽しみでは？」というご意見もありますが、秋の味覚、飛騨の特産品や手づく
弁当で心も体も満たしたいと考えています。
ただし、年中・少組は園に帰ってきてから時間があるので、通常のおやつを園で食べます。
恵みの秋に感謝ｄｅ秋祭りについて
秋祭りに理事さんに６臼（１２升）の餅つきをしていただきます。毎年この時期のお願いと
して、もち米の寄付をお願いいたしております。ご協力いただける方は担任にお知らせく
ださるようお願いします。
また、やんちゃ汁に入れる人参、ねぎも寄付していただける方がありましたら、お願いし
ます。
保護者会よりお知らせ
後期保護者会費 口座振替日は１０月２４日 （木）です。よろしくお願いします。

平成２６年度入園説明会
１０月１８日 （金）１９：３０～ ハートピア２Ｆ集会室
（特に未満児で入園希望の方は、入園説明会に出席していただきますように。
どうしても都合の悪い方は直接市民児童課か保育園に申し出ていただきます
ますようにお願いします。
現在（年中・少）在園児の方は１０月上旬に平成２６年度保育園入園申請書を園よ
り配布します。

【申込書類提出期限】 平成２６年 １１月 ８日 （ 金 ）
※ 提出期限に間に合わない添付書類については、整い次第提出してください。
※ 在園の方は、保育園に提出願います。

「のりくらいやしのグリーンフェステバルぬり絵コンテスト」
優秀賞

おめでとう！

年少：とがわまなとくん

みやじまこはるちゃん

年中：さとうみるちゃん たてみちみひろくん
年長：たなかゆうきくん
応募してくれたおともだちありがとう！

❤岩村留美子先生

ハッピーウェディング❤
（ザ アリスにて）

やさしい笑顔でみんなから親しまれている年長うさぎ組担任の
るみこ先生が１１月３０日 （土）に結婚します❤
舟坂 留美子先生になります
おめでとうございます❤
おしあわせに❤ るみこ先生

秋の夜長の過ごし方・・・（たまにはノーテレビデーにしてみては？）
秋分が過ぎ、夜がだんだん長くなっていくこれから・・・ぜひ絵本の読み聞かせや昔話を語ってあ
げてほしいと思います。つい忙しいと、テレビやゲームに流れてしまいがち になると思いますが、幼
児期にたくさん絵本（想像の世界）に出会うということは、とても大きな財産です。そして生の声でじ
っくり読んでもらう事、昔話を語ってもらう事が、心を豊かにする第一歩だと思います。
※保護者のかたで「園児の前で読み聞かせをしてみたい！」という方がいらっしゃればお知らせ下さ
い。手持ちの絵本でも園にある絵本でもよろしいです。「昔話を語りたい！」という方も大歓迎です。
ほかほかお話タイムを設定します。ぜひぜひお願いします。いろんな人の声や
表情でお話してもらえるって素敵なことです。

～ 働 く 手 の 紹 介 ～
前回の“ますしまっこ”で募集していました働く手のエピソードを紹介させていただきます。
≪内

容≫ つくし組

まつおけいと

ぞうきんで床拭き

≪エピソード≫ 夏休み中、暑い中外遊びにも行けず元気を

持て余してる姉と弟に「 お手伝いしてくれる？」と、ぞうきんを渡すと二人して一
休さん拭きでズッコケながら家中拭いてくれます。キレイ？！にもなるし、運動に
もなるし一石二鳥なお手伝いです。
≪内

容≫ ①階段掃除→ぞうきんで１段づつふいてくれました。
②毎食の配膳
③夕食の食器洗い
④針でぬいもの→働く手力ＵＰ

≪エピソード≫①兄弟で床や階段を１段づつ拭いてくれました。
②配膳は夏だけでなく毎日です。
③あわ・水でベタベタになりながら洗ってくれました。
④お手伝いではないけれどひいばあちゃんに教えてもらったり私が教えたりしなが
らチクチク縫いました。
≪内

容≫ たんぽぽ組

いながきすみれ

エプロンをつけると 「お手伝い名人になれる（変身する）」
食事前ははしを並べてくれます。終わったら必ず目を見て「 ありがとう！ お母さ
ん、すごく助かったよ・・・・❤」と言いギュウします。
応募してくださった方ありがとうございました。楽しいエピソードばかりでした。
これからも働く手をおおいに活用してください。

～１０月の誕生会～
＊誕生児にインタビュー
＊ お楽しみコーナー『ペアづくりゲーム 』
ハローウイン 『ウォークラリー（ますしまクックルン♪）』
＊カナッペづくり （手作りおやつ）

～食育～
* ９月の誕生会おやつは“お月見だんご”です。白玉団子にきな粉＆甘だれをからめ手作りのピ
ックをさします。ひと工夫することでお月見のイメージが出来あがり雰囲気バッチリ！楽しいお
やつ、おいしいおやつは心の栄養ですね・・・
* １０月はさつまいもの収穫や秋祭りなどで、秋の味覚を楽しみます。
祖父母参観では、年長さんが収穫したさつまいものふかし芋を召し上がっていただく予定で
す。
昔はふかし芋はりっぱなおやつでした・・・
焼き芋は２１日に予定してます。
なるべくシンプルな食べ方で秋の味覚を楽しもうと思っています。
* ～恵みの秋に感謝ｄｅ秋祭り～のやんちゃ汁はさつまいも・じゃがいも・カボチャ・ねぎ・こんに
ゃく・ごぼう・豚肉がたっぷり入ったうんまい汁です。
※ ますしまやんちゃ汁とつきたての餅・デザートを食べます。
持ち物：以上児は（水筒）持たせていただくようお願いします。
未満児クラスは給食があります。
＊ 夏には沢山の野菜を実らせてくれたますしまっこ農園。もうすぐさつまいも掘りをします。
じゃがいもを植えていた場所に秋大根を蒔きました。撒いた種全てが発芽、そして成長して
います。最近、かなり大きくなってきたので間引きをしましたが、みごとな成長振りです。年
長さん恒例の大根抜きに期待したいところです。
＊ ようこちゃん&ちえみちゃんの手作りおやつ
９月は（飛騨美濃特産名人）の坪根さんの完熟トマトを使ったトマトゼリーでした。
トマトの味がぎっしり詰まった濃厚トマトゼリー体にも心にもいいですよ。
１０月は園で採れたさつまいもを使った茶巾絞りです。たのしみ・・・

天高く
馬肥ゆる秋
いっぱい遊んで、季節の食べ物をいっぱい食べて
心も体もおおきくな～れ！ますしまっこたち・・・

