
園だより （６月 水無月）   今月のうた ♪ だから雨ふり ♪  

ますしまっこ 

Ｈ・２６ ５・２１ 

増 島 保 育 園  

朝晩は肌寒い日が続いていますが、ますしまっこたちは、先週からマイマイ蛾警報も解除したの

で『待ってました！』とばかりに外遊びを楽しんでいます。ひよこ組さんたちはお散歩が大好き！最

近は少し遠出もできるようになりました。年少さんはゴムぞうりを準備していただいたのでビオトープに

入りたい放題です。濡れてしまいお着替えも多くなりますが、濡れた衣服を自分で着替え、タオルで

足を拭いたりするのもかいしょにつながっていきます。年中さんは一つ大きくなったということで、トイ

レの時やバスの乗り降りの時に年少さんを気遣う姿がみられます。給食のおかわりも増えてきました。

年長さんは、やることが増えているので忙しそうですが楽しそうです・・・できること、がんばることが自

信につながっています。 

 先週、年長・中組さんの数人で『おはようございます』と挨拶に来てくれました。今までは、登園時

などに挨拶していたのですが、職員室や他のクラスも回っていました。今年度の保護者会幼児学

級の年間を通した取組みである『あいさつをしよう!～人と人の縁をつなごう～』が子どもたちに種ま

きされているようです。素敵なことですね・・・出来ることからのスモールステップアップに驚きや喜び

を感じています。 

 

～働く手が大活躍！～ 

 

                          年長さんはちびっこ農園の横の生い茂った草取りです。 

                          けっこう根を張っているので力もいりますが、先輩としては 

                         弱音は吐けません！今まで鍛えた手で頑張ります！ 

 

 

 

 

 年中さんは、少し小さい草にチャレンジ！ 

  小さい草も取りにくいのですが、頑張っています。 

 

 

 

 年少さんの働く手デビューは園庭の石い拾いです。 

     『 がんんばったね！』 ほめられてピース！ 

     これからも働く手を大いに活用します 



お知らせ 

★ ５月３０日(金) ＦＣ岐阜 おじゃましマッスル （年長参加） １０：００～  

   ＦＣ岐阜専属スタッフによる年長児対象のサッカー教室です。参観されたい方は、ﾋﾞｵﾄｰﾌﾟ付近で 

   ご参観ください。運動量が多くサッカーボールをたくさん使用しますので、小さいお子さんをお連れ 

の方は、注意していただくようお願いします。 

   終了後、遊戯室にて給食を一緒に食べます。年長：体操服着用、水筒持参でお願いします。 

★ 衣替えについて （6月２日より） 

  夏の園児服はありませんので、ハンカチ・ティッシュの入る服を着用させてくださるか、工夫をお願いし 

ます（市販のハンカチ・ティッシュ入れもあります） 

なお、天候によっては現在の制服を着用してもよろしいです。 

          通園→ズック（衛生面を考慮して靴下を履かせてください） 

 裸足保育   園内→裸足（体調の悪いときはズックを履かせます） 

          園庭→ゴムぞうり （準備いただいています）ただし運動する時はズックです 

 ６月より（期日の指定はしません）登降園時に夏用の帽子をかぶせてください。麦わらの苦手な子や

痒がる子は綿の夏用の帽子でも良いですし、黄色の安全帽子でもＯＫです。（ファッション性より機能

性を重視願います。キャップ帽子は人気ですが、脱げやすいので遠慮願います。） 

★ 不審者対応訓練  飛騨警察署（６月３日  １０：００～） 

命を守る大切な訓練です。こども達も職員もしっかり受けたいと思います。 

★ 内科・歯科検診結果について 

検診の結果は異常のあったお子さんのみ連絡します。歯科検診は結果用紙を持たせますので治療

の必要なお子さんは早目の受診をお勧めします。 

★ 自由参観日 （６月６日 ９：００～） 雨天でも実施 

子どもたちの普段の姿を見学していただきます。内容は天候などによって変更する場合があるので

記載しません。ご了承願います。 

 年 少 組→９：００～給食の前まで  午後は午睡に入ります。 

 年中・長組→９：００～１２：００   １３：００～１５：００まで 

   駐車場はパン工場をご利用ください。なお、普段の姿（ありのままの～・・・）を見学いただきたい 

   ので、廊下からの参観となります。ビデオ、カメラ撮影もご遠慮いただくようご協力願います。 

★ 園内クッキング クッキー作りにチャレンジ！ （年長 １０日   年中 １１日  年少 １２日 ） 

   持ち物：エプロン・三角巾・マスク   手の爪のチェックをお願いします。 

★ キッズぱくぱく 年中 （６月２０日 １０：００～）  

ＪＡ食育ボランティアの方による食育啓蒙活動です。年３回実施され今回は年中組で後の２回は年

長組で実施されます。今回はほうれん草とカルピスのジュース作りです。ポパイを連想する食材で

す。パワーアップ アップ アップ！ 

 年中持ち物：エプロン・三角巾・マスク 

★ ヨガ教室 年中 （６月２７日 ） 堀之上先生指導のもと今回は年中組が参加します。 

年中持ち物：スポーツタオルの準備をお願いします。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【７月・８月の予定】 

＊ 七夕まつり （７月７日） 

＊ 年長 ますしまっこ夏祭り （７月１２日 土曜日） 

＊ 年長 なかんじょ川でますつかみ体験 （７月１５日）  

＊ 年少保護者 草取り作業 （７月１６日） ご協力よろしくお願いします。 

＊ わくわくランド （７月１７日） 

＊ 年長 七夕茶会 （７月２５日） 

＊ 年長 Ｂ＆Ｇプール体験 （８月１日） 

＊ 年中 寿楽苑夏祭り参加 （８月２日 １７：３０～） 

＊ 夏期保育 ８月１１日～１６日  中期保育開始 ８月１８日（月）～ 

 

 

 

      

～６月の誕生会～ 始まりの言葉（年長） 

      ふれあい遊び 

         ゲーム（大根抜きゲーム） 

手作りおやつ 『 カラフルゼリー 』 

 

 

 

 

 

 

 ～６月の誕生会（ひよこ組）～ 

       ペープサート （はたらくくるま） 

         手作りおやつ 『 カラフルゼリー 』 

           

 

～お礼～ 

  ❤花菖蒲の会よりチューリップに引き続き、花菖蒲のプランターを正面玄関のところに設置していただき

ました。ありがとうございます。 

  ❤先日のちょぼら隊では側溝の泥上げ・園の周りの草取りなど暑い中、作業をしていただきありがとうござ

いました。とってもきれいになりました。 

   『 ちょぼら隊 』→ちょっとボランティアの意味ですが、ちょっとばかりではないので申し訳なく思っていま

す・・・  

～お知らせ・お願い～ 



＊年長児 『父の日』 の似顔絵展示について 

    母の日に続いてアピタ飛騨高山店２Ｆ特設会場にて増島保育園年長さんの描いた似顔絵が６月４日

頃～１５日まで展示されます。みなさん見に行きましょう！ 

    ※掲示日が２～３日早まる場合もあるそうです。 

＊ 個人の持ち物の名前が消えていないか確認下さい。 

   着衣・ティッシュ・はんかち・コップ・はぶらしなど 未満児クラス（オムツなども） 

   お弁当箱・水筒・敷物 （２３日は遠足なので今一度確認をお願いします） 

これからの季節は着替えることが多くなるので名前が消えかけていると落としたり紛失しても確 

認ができなくて困ることがあります。物を大切にするという意味からもよろしくお願いします。 

＊ 絵本を図書館から１００冊借りてきました。セレクト絵本には利用できませんが、園内での読み聞かせ

に活用します。 

 

～ ぎょう虫・尿検査について～ 

・ 近日中にぎょう虫検査及び尿検査についてのプリントを配布させていただきます。 

後日、検査用紙・容器を配布いたしますので説明書をよく読んでいただき、１１日（水）には必ず園に提

出してください。 （６月の予定にも記載しています） 

尿検査について 

 ・尿の量は半分以上を必要とします。なるべく多く入れるため、広くつぶしてから吸い取っ 

ていただくよう徹底してください。 

 ・キャップはきつく閉めてください。キャップの周りをセロテープなどで巻かないように注意し 

てください。 

・未満児クラスは採尿パックをお渡ししますのでご利用下さい。 

  

  

        

 

  

６月１０日は時の記念日です。６７１年（天智１０年）の６月１０日(旧暦４月２５日)日本初の漏刻時計（水時計）が鐘を打ち時を

知らせた日を記念して時の記念日が制定されました。趣旨は 『時間を守り、大切にして、合理的な生活を送る』 ことです。時間

は、たくさんの人が一緒に生活するために欠かすことのできないもの。時間を失うのがたとえ１分であってもそれが度重なると大変

な時間になります。こどもたちにとっても大切な時間。まだ、こどもたちは時刻の認識、理解はあまりないかもしれません。しかし、

大人が時間を守り、大切にしている姿を見せることで時間の大切さ、規則正しい生活を送ることの大切さは伝わっていくと思いま

す。この機会に一日の生活の流れの中でも時刻に関心を持ち、自分が守らなければ他の人にも響があること、時刻を意識して安

定した毎日を過ごす大切さをこどもたちにも伝えていきたいです 

 

について 



～食育だより～ 

☆ よもぎだんご作りにチャレンジ 年中・長さん 

年長さんが摘んできてくれていたよもぎを使ってよもぎだんごを作りました。すりこぎでつぶすところは本格的で

す。よもぎの匂いがするきな粉味の団子はとってもおいしかった！ 

 

☆ 誕生会のおやつのよもぎ蒸しパンは給食の蒲生さん・田口さんが作ってくれます。 

愛情たっぷり！ 

   ５月の手作りクッキングはよもぎづくしです・・・ 薬草としても昔から重宝されていましたし、祭りの 

   時は、必ずごちそうとして出されていました。飛騨の大切な食文化ですね。 

 

☆ 毎月手作りおやつを給食室で作ります。５月は豆乳ゼリー（あずきのトッピング）でした。あずきが苦手な子もい

ましたが、手作り感満載なのでおいしくいただきました。６月はカップケーキです。 

 

☆ ますしまっこ農園情報 

ますしまっこ農園に植えた野菜はトマト１０本・ミニトマト（アイコ）５本・きゅうり１５本・なす１０本・ピーマン５本・

宿儺かぼちゃ３本と今年も豊作間違いなし！７月頃からお家におすそ分け野菜が届くのでお楽しみに・・・ 

野菜が大きく生育していく様子が毎日眺められるのも園内菜園だからこそ！時々子どもたちが草むしりもして

くれています。草むしりから虫取りに移行していくのも子どもたちの姿ですね・・・ 

   

・ はっきり読みトレーニング 

大きな口を開けて、顔全体を動かすつもりで、思いっきり動かす。 

毎食前、３回ずつ行う・・・口元の筋トレ、きれいな歯並びにつながる。 

表情筋も鍛えられ微笑み美人！ 

 

 ありさんあつまれ アエイウエオア 

    かにさんかさこそ カケキクケコカ 

    さかだちさかさま サセシスセソサ 

    たのしいたこあげ タテチツテトタ 

    ならんでなわとび ナネニヌネノナ 

        はなたばはなびら ハヘヒフヘホハ 

        まえよりまじめに マメミムメモマ 

        やっぱりやさしい ヤエイユエヨヤ 

        らくだいライオン ラレリルレロラ 

            がまんだがんばれ ガゲギグゲゴガ 

            ざわざわざぶざぶ ザゼジズゼゾザ 

            ばんごうばらばら バベビブベボバ 

            ぱらそるぱらぱら パペピプペポパ 



                              

＊＊＊プール遊びについて＊＊＊ 

 

年長組が６月２５日に働く手でプール掃除をしてくれます。予定では３０日がプール開きとしてい

ますが、天候をみて決めていきます。 

園児にとって水遊びは夏季における最も楽しい遊びですが、なかにはプールの水は怖い！という園

児もいるかもしれませんね。少しずつ水に慣れ、楽しい時間にしたいと思います。このプール遊びを

通して、次のことを体験させたいと思います。 

 

『ねらい』 ＊水に慣れ親しみ、夏の遊びであるプール遊びを思いっきり楽しむ。      

＊プール遊びに必要な決まりを知る。 

      ＊身の回りの始末が自分でできるようにする。 

 

『注 意』 ＊体調の悪い時は入らないように。 

       ・中耳炎、目の疾病（結膜炎等） 

       ・風邪気味、発熱、下痢や嘔吐 

       ・とびひ、手足口病など 

       ・特に、水痘や風疹にかかった後や、現在通院している場合はかかりつ 

        けの医師と相談してください。 

     ＊手足の爪は短く切り耳あかのチェックをしましょう。 

     ＊長い髪のお子さんは、すぐにとれないようにまとめてください。 

   

『プールカードについて』 

      ＊毎朝、必ず子どもの健康状態を確認し、入れるときは印を押してください。入れない

ときは、×をしてください。 

       印がない時は、基本的にプール遊びは見合わせますのでご了承下さい。 

 

『持ち物』 

     ＊フェイスタオル（普通サイズ）・水着（着脱しやすいもの）※未満児クラスはパンツ（下

着）・スイミングキャップ（持っているものを使用してください。購入される方は小学

校でも使用できる赤色が良いかと思います）        

                   （ビーチバックに入れて持たせてください。） 

 

 

 

※すべての持ち物には必ず名前を記入してください。 

          ※水中メガネや水鉄砲などは持たせないように願います。 


