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                                1１ 月 

ますしまっこ 

Ｈ・２５ １０･２２ 

                          増 島 保 育 園  

 １０月は毎年のことながら、たくさんの行事がありました。お家のほうでも、園だよりやますしまっこメー

ルでの確認など面倒なことが多かったのではなかったでしょうか・・・行事というとイベント的に捉えがち

ですが、日々の保育の延長線上にあります。準備に時間がかかったり、ご協力いただくこともあります

が、行事（保育）を終えるたびに子どもたちの成長（心・体・脳）を感じます。また、１０月は出かけること

や、園訪問もあり、様々な年齢、職業の方と交流ができました。よく保護者の方から『先生方大変で

すねー！行事が多いから・・・』とねぎらいのお言葉をいただくこともありますが、私たち職員はまずもっ

て『子どもたちと一緒に楽しもう！』と思っています。行事の様子は年次のおたよりやますしまっこメー

ルなどでお伝えしていますが、リアルタイム（当日）ではありません。まず、その日に子どもたちから聞い

てみて下さい。もしかしたら数日後に思い出したように話すかも知れませんが、子どもたちの思いや、

目線で写真のように鮮明ではないかもしれませんが、話してくれると思います・・・ 

 急に朝夕の冷え込みが厳しくなってきました。もうすぐ本格的な寒さがやってきます。これからが勝

負！外でいっぱい遊んで、冬将軍に負けないよう、体力をつけます。 

 

～年長組さんワクワクどきどきの小学校体験 （古小１年生と交流）～ 

                                    毎年１０月頃に古川小学校１年生の 

                                    皆さんから、招待状が届き、年長組は 

                                    学校体験に出かけます。      

                         

                        ゆいかちゃんもおにいちゃんと一緒に 

                        出発！ 

 

 

                

『 今から学校の中を一緒に探検しょうな！』 

 知っているおにいちゃんやおねえちゃんなので 

 始めはどきどきしていたけど心強いサポートに安心！ 

 

～うんていができるようになった！喜びの年中さん～ 

                         『 せんせい～ みとってな！』 

                           『 すごいに！いつからできるの？ 』 

                         『 れんしゅうしとったら できるようになったんやよ 』 

                          この後、次々と成果を見せたくて列ができ、頑張った 

                           証拠の手の豆も見せたりしてくれました。 



☆ 年中 フラワーアレンジにチャレンジ １１月１日 金 １０：００～） 

講師の住田先生にご指導いただき、秋の草花を器に活けていきます。ご家庭に草花がある方は、前

日か当日に持ってきてくださるとありがたいです。ご協力お願いします。 

   通園バスの方も了解（バスでの搬入ＯＫ）を得ていますので草花がある方は、持たせてください。 

   ※昨年は不足気味だったので・・・どうかご協力よろしくお願いします。 

☆ 飛騨市文化展に出展します （１１月３日 ４日 ） 

    年長さん：絵画  ハートピア２Ｆ 

    年中さん：フラワーアレンジメント 総合会館３Ｆ 

               ますしまっこアートを是非見に行ってくださいね・・・ 

☆ 未満児クラス懇談会 （１１月７日 １５：４５～） 

   みんなでいろんなことをワイワイがやがや語りましょう！ 

☆ 年長 和太鼓（ますしまっ鼓）で出演 『健康と福祉のつどい』  １２：４５集合 １３：２５出演 

    文化交流センター スピリットガーデンにて （年長さんは和太鼓での最後の出演となります） 

☆ 全園児 どじょっこ劇場観劇 （１１月１４日 木 １０：００～） 遊戯室にて 

全園児が観劇します。木曜日ですが、おひさま広場の方もお誘い合わせていらしてください。 

☆ 全園児 七五三のお祝い （１１月１５日 木 ９：３０～） 貴船神社 

    天気がよければ歩いて貴船神社に行き、子どもたちの成長と安全を祈願してきます。保護者会より

千歳飴を頂きます。袋は園での手作りです。 

☆ 飛騨市幼児学級 講演会 （１１月１６日 土 ） 

詳細は後日、配布されますのでお願いします。 

☆ 年長 劇発表会&給食試食会 （１１月２５日 月 １０：００～  ） 

   プログラム及び給食試食会の案内（保護者会より）は後日配布します。 

☆ 年長 お茶っこで寿楽苑訪問 （１１月２９日 木  ９：３０～） 寿楽苑にて 

   森下先生のご指導のもと寿楽苑を訪問し、在園者や職員の方にお茶を召し上がっていただきます。 

   日頃のお稽古の成果を発揮します！ 毎年恒例なので心待ちにしていてくださるそうです。 

   お菓子は毎年森下先生が季節に合ったお菓子を準備してくださいます（栗よせ 栗ようかん） 

※ お茶っこでは和菓子を食べますが、季節が必ず盛り込まれています・・・  

☆ 『 思い出の絵本展 』  １１月２０日～２４日まで開催  

年長さんが“電車”をテーマに絵を描きました。図書館２Ｆ 虹の広場にて展示されます。 

みなさん、ますしまっこアートを見に行ってね！ 

 【今後の予定】 

１２月 ４日 年少組劇発表&給食試食会  １２月５日 年中劇発表会&給食試食会 

１２月１２日 なかよし広場 （未就園児親子） 

１２月２０日 クリスマス会  

１２月２８日 土曜保育 （中期保育終了 ２７日）  １月 ４日 土曜保育 （後期保育開始 ６日）          

２月 ２０日 一日入園       

３月６日 保護者会総会 保育参観 年長お別れ会     ３月２７日 卒園式 



～お礼～ 

・ 秋祭り用の野菜と餅米をたくさんいただきました。とってもおいしいやんちゃ汁 

や、きな粉餅・あずき餅ができました。 

毎年ご協力いただきとても助かっていますし、保護者の方々からの寄付なので心と体が

温まります。本当にありがとうございました。 

 

～おしらせ～ 

  ・ 健康診断の結果は異常のあった場合に連絡させていただきました。 

・ 感染症について 

   ＲＳウイルス感染症の報告が１名ありました。（２１日現在）未満児、年少児 

   を中心に咳での欠席が増えています。ＲＳウイルスは大人が感染しても症状 

   が軽いため知らないうちに子どもにうつして重い症状となることがあります。 

   手洗い・うがいを励行し、家族みんなで気をつけましょう。症状が出た場合 

   は、早めに休息をとりましょう。 

～お願い～ 

※ 雨で延期になっていた“ちょぼら隊出動願います！”の清掃作業を１０月３１日に実施さ

せていただきたいと思います。再度、依頼文書を配布させていただきますので、ご協力い

ただける方は、担任に提出してくださるようお願いいたします。 

※ ご家庭で使わなくなったキーボードがありましたら寄付していただけないでしょ 

   うか。ご協力いただける方がありましたら、担任にお知らせ下さい。 

 

 平成２６年度入園申請について  （提出期限は１１月８日まで）  

    ２５年度の源泉徴収票はお手元に届きましたらコピーをしたものを提出し

てください。確定申告も同様です。源泉徴収票がない場合は就労証明

を提出下さい。 

平成２６年度通園バス乗車申請について  

（年少・年中 提出期限は１１月８日まで） 

    現在、通園バスを利用している方に、来年度の通園バス乗車申請書を

配布します。 

    引き続き利用されるご家庭の方は申請書を期限までに提出願います。

申請がない場合は利用中止とみなされますので、ご了承願います。 

    また、新規で申請されたい方は、用紙をお渡ししますので、担任にお伝え

下さい。 

    

 

 

 

 

 

１０月２５日は祖父母参観です。皆様のお越しを心待ちにしています。 

当日はおにぎりデー（給食センターの都合）となっていますのでよろしく 

お願いします。（１０月の予定に記載していますのでご確認ください） 

未満児クラスは通常給食です。 



 

   先生たちの好きな絵本紹介 

             

 

くさかべ ふみえ  ジオジオのかんむり 

ほらぐち ひとみ  はじめての おるすばん 

たじか しんいち  ぼくは カメレオン 

ほらがき あきな  きょうは なんのひ？ 

 ふなさか るみこ  ずーっと だいすきだよ 

 たじり えみ  おまえ うまそうだな 

 うえみち まどか  めっきら もっきら どおん どおん 

 ほしあい きみこ  めっきら もっきら どおん どおん 

 ふくやま ちさと  からすの パンやさん 

 いしざか はるな  はじめての おつかい 

 ごとう みき  へっこき よめさ 

 まきの ゆうや  ぐりとぐら 

 たなか さとみ  くまのこうちょうせんせい 

 つのがわ りさ  サンタのいたずらっこリスト 

 まどころ さおり  雨 あめ 

 よしざわ あきよ  とりかえっこ 

 くらつぼ まさみ  大きな古時計 

 ほき ちさと  わんぱくだん 

 わたなべ まよ  キセキ 

 さかぐち ひろみ  いないない ばあ 

 おおもり とよこ うんちしたのはだれよ 

 いなだ なおみ  すっぽん ぽん 

 もりした かずこ  きんぎょが にげた 

 ふくやま やすこ  もったいない ばあさん 

 いわむら たか  バムとケロのおかいもの 

 

保護者のみなさんも好きな絵本がいっぱいあると思います。子どもの時から好きだったり 

大人になって出合った絵本だったりそれぞれですよね・・・ 

Ｋは『 ジオジオのかんむり 』としました。保育士になって２～３年目の頃に出合った

絵本です。若かったのになぜか年をとったライオン（ジオジオ）に共感し涙を流しながら

子どもたちの前で読んだ記憶があります。 

敬老の日が近づくと、いつも手にしてしまう大切な絵本です。そして私もそろそろジオジ

オに近づく年になってきたのかな・・・と思ったりします （気持ちは２０代ですが！） 

 



 

 

 

 

             ～１１月の誕生会～ 

＊ 誕生児にインタビュー 

＊ お楽しみコーナー『 実写版 ももたろう 』 

    田高先生・牛丸さんに協力いただきます。 

＊ 手作りおやつ （かぼちゃ鬼まん） 

   ますしまっこ農園のかぼちゃ 

 

 

 

 

 

～食育だより～ 

 

＊ １１月の誕生会手作りおやつは “かぼちゃ入り鬼まん”手作りおやつは“かぼちゃプリ

ン”です。園で採れたかぼちゃは夏のカレークッキング、１７日に秋祭りで使い、無く

なってしまいます。 

吉城福祉会理事長先生より河合で採れた“ビックかぼちゃ”を頂いたのでそれを使

います。 

      

＊ 年長さん “キッズぱくぱく” でおはぎ作りにﾁｬﾚﾝｼﾞ！ 

毎年、ＪＡ食育ボランティアの方におはぎ作りを教わっています。今年も、年長さ

んがﾁｬﾚﾝｼﾞします。大人でもあんこの付け方がむつかしいのですが、教わった通

りに慎重に付けていきます。作って楽しい！食べて美味しい！キッズクッキングは 

年長組の体験学習として実施しています。 

２月は恵方巻きです。 

年長持ち物：エプロン・三角巾・マスク 忘れないようにお願いします。 

 

＊ ますしまっこ農園の大根５０本がもうすぐ収穫できそうです！かなり大きいので掘りが

いがあります。今年最後の畑の大仕事にウキウキ・・・ 

ますしまっこメールでお知らせしますね。 

 

      

 


