
園だより（８月 Ａｕｇｕｓｔ）   今月のうた ♪ どんな色がすき ♪ 

                                   

ますしまっこ 
           Ｈ・２７ ７・２２ 

                          増 島 保 育 園  

 ７月２日に岐阜県警察本部女性警察官３名の方による幼児等連れ去り防止教育班「たんぽぽ」

の指導を受けました。腹話術や劇も取り入れてあり、わかりやすく「命を守るお勉強」として

子どもたちはしっかり聞くことができました。最近の多発する事件のむごさに胸が痛くなり最

近は田舎だから大丈夫だ・・・ということもなくなりました。身を守る５つの約束《セーフテ

ィファイブ ①ひとりにならない ②ついていかない ③おおごえをだす ④ちかづかない 

⑤なにかあったらはなしをする》を繰り返し子どもたちに教えていくこと、みんなで声を掛け

合い、挨拶をして地域を明るく照らすことが大切ですよね。 

熱き思いがあり、いろんな出会いがありドラマチックな前期保育でした・・・保護者会や地域の方の協力、

応援など温かい支援の中で人と人、地域と保育園が絆で結ばれています。 

中期保育は、運動会を始め、たくさんの行事があります。保護者のみなさんにご協力いただくこともたく

さんありますが、どうかよろしくお願いします。 

 ８月１０日～１５日まで、夏期保育に入ります。子供会や地域の行事への参加も予定されていると思い 

ますが、家族全員健康に留意し、楽しい夏をお過ごしください。 

※ 保育園は、お互いに遠慮なく話し合い、お互いに支えあい信頼を築くことが大事と考えています。前

期保育の中で、保育園運営において気が付かれたことやご意見ご要望などありましたら、ご遠慮なく

園長や担任までご意見をお寄せ下さい。 

 

～連れ去られそうになったら・・・～ 

 

 犯人役の方  『 ぼく いいものあるから一緒に行こう！』 

     子ども役の年長さん 

                            『 いやだ～』 大きな声とひっぱられないようなリアクション 

 

                         みんなただならぬ雰囲気に目と耳を集中させています。 

                              怖くて最後のほうに少し涙ぐむ子もいましたが、セーフテ

ィファイブの大切さを学ぶことができました。 

 

 

※ 『たんぽぽ班』の来園（飛騨市全ての保育園）は平成１９年以来です。今後も定期的に指導していた

だくこととします。『命を守る！』・・・大切なキーワードです。 



お知らせ 

☆  Ｂ＆Ｇプール（国府町）で泳ごう！（年長） ８月３日  園バスにて ９：５０～１１：３０ 

   持ち物：プール道具・プールカード・水筒  

   ※ 体調不良でプールに入れないお子さんは、保育園での活動となりますのでお願いし

ます。 

☆ 園内給食期間について ８月３日（月）～７日（金） 

   園内で調理した給食となります。献立については別紙にて配布させていただきますので 

ご確認ください。なお、持ち物は８月行事予定に記載していますのでお忙しいところ申し 

訳ありませんが、準備をお願いします。 

☆ 交流お茶会（高山市文化会館）（年長参加） ８月５日 通園バス１０：００ 

   年長準備：白ソックス  

☆ 寿楽苑（ほった森夏祭り） （年中） ８月８日 土曜日 １７：３０～ 

年中さんが遊戯で参加します。参加してくださる年中さんは案内文書でご確認いただき

ますようお願いします。みな様もお越しください・・・ 寿楽苑にますしまっこ参上！ 

☆ 夏期保育について  （詳細は 8月の予定に記載しています） 

夏期保育中（１０日～１５日）は欠席連絡はいりません。大きなケガや病気などの時は連

絡をお願いします。 

送迎は必ず保護者（大人）の方がお願いします。 

心配事や相談されたい事がありましたら、担任や園長に前もって連絡を下さい。保護者

の方の都合に合わせて相談日を設定させていただきます。 

          【 保育園℡ ７３－２５５３】  【草壁℡ ７５－２７１８】 

☆ ともちゃんの食育教室 『園内野菜でカレーを作ろう！』 （年長） ８月２０日 

園で収穫したじゃがいもで年長さんがカレー作りにﾁｬﾚﾝｼﾞします。当日は全園児のカレ

ーを年長さんと調理担当職員で作り、あとのメニューは給食センターよりいただくこととし

ます。 

年長持ち物：エプロン・三角巾・マスク持参  爪のチェックをお願いします。 

お願い 

  たまねぎ、にんじん、トマトを寄付していただけないでしょうか。ご協力いただける方は担任

までお知らせください。お願いします。 

☆ 年少保護者 草取り作業 ご協力依頼  

８月２８日 １５：００～ お忙しいところ申し訳ありません。依頼文書は後日配布させてい

ただきますのでご協力よろしくお願いします。駐車場はパン工場にお願いしてあります。 

 

 

※７月３１日は年中保護者の皆様に草取り作業をご協力いただきます。 

 どうかよろしくお願いします。駐車場はパン工場です。 



【９月の予定】 

☆  ４日（金） 年長体験学習 神岡町 レールマウンテンバイク体験 

☆  ５日（土）“大きな輪になろう 盆踊り” 年長和太鼓で出演  

☆ ２４日（金） 運動会総練習 （予備日２５日） 

 

～お礼～ 

・ ますしまっこ夏祭りでは、理事さん方の協力のもと、思い出に残る夏祭りができまし

た。１ヶ月前から計画・準備をしていただき、ますしまっこ夏祭りを盛り上げていた

だきました。アドベンチャーワールドでは２つのコーナー（後半は怖い！お化けコー

ナー）・・・、花火大会そして後片付けと一日中お手伝いいただきましたこと本当に

感謝の気持ちでいっぱいです。 

・  

年長さんになると体験できる“ますしまっこ夏祭り” 

食べ物コーナー お楽しみコーナー そしてアドベンチャーワールド 花火大会 

先生たちの寸劇は『 サザエさん 』 楽しい内容が満載の熱い夜の保育園でした。 

～夏祭りのねらい～ 

 ❤家の人と触れ合っていっぱい楽しむ 

 ❤心も体も大きくなった年長さんなのでいっぱい楽しんで少し頑張る（おばけやしき体験） 

  ❤夜の保育園を体験する 

熱い！暑い思い出の夏祭りでした・・・ 

 

  ・先日のガラス拭きでは、年少保護者の皆様に台風１１号の襲来を心配しながらも無事ガ

ラス拭きをしていただきましたことお礼申し上げます。 

   夏場はガラスや網戸をきれいにすると涼しくなります・・・ 

 

 

～お願い～ 

  雨天時のプール道具持参について 

   先日は園としての対応が統一できていなくてご迷惑をおかけして申し訳ありませんでし 

た。朝のうち雨でも晴れてくることがあったりするので、今後は雨でもプール道具を持

たせていただくことと、確認印を押していただくようお願いすることといたしますので

よろしくお願いします。 

 



 

夏期保育中の保育室について（８月１０日～１５日） 

  未 満 児→２歳児ひよこ組 

  年少･中・長児→遊戯室  年少組玄関よりお入りください。 

  午 睡→ 遊戯室前の廊下（風が入ります） 

         午睡布団はたんぽぽ組前に搬入下さい。金曜日の持ち帰りとなります。 

プールカードは登園した時に年少の下駄箱の上の箱に入れてください。 

延長保育→未満児室（２歳児ひよこ組）となります。 

 

※ 夏期保育中は縦割り保育となります、担任保育士も代わりますので、ご了承下さい。 

 

 

 

 

 

 

～８月の誕生会～  

＊ お祝いの言葉 

＊ お楽しみコーナー 『園庭でミスト遊び』 

＊夏真っ盛りなので・・・アイスクリーム 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

～８月の誕生会～ （ひよこ組）～ 

＊ お祝いの言葉 

＊ お魚さんすくいゲーム 

＊ おやつ・・・ アイスクリーム 

 

 

 



～あたらしいお友だち紹介します～ 

７月１３日より 

 めろん組・・・まのふうあちゃん 

 ひよこ１歳・・・まのつかさちゃん 

    かわいい姉妹です。 

８月３日より 

 つくし組・・・ウェルスぜんくん 

   元気の良い男の子です。英語が得意！ 

 ひよこ０歳・・・たかだまもるくん 

    かわいい男の子です。 

  

      なかよくしてくださいね！ 

 

～わかりやすい環境づくり～ 

毎日元気に過ごしているますしまっこたち・・・ 

それぞれの個性を大切にしながら、集団活動を進めています。 

そんな中で、全国的に幼児期や学校に上がった時に落ちつきのなさや、集中力の弱さが指摘されるよう

になり、保育現場では支援の方法を模索しています。 

本園でも研修会などに参加して、昨年度から出来ることから実践してみようということになりました。話だけ

では伝わらないので、実際に子どもたちの前で職員がジェスチャーをして伝えるようにします。 

 

① ルールを決めて守るようにする。 

    『お話を聞くときは、おしゃべりしません』 『話す人の目を見ましょう』 

                            ↓ 

                           目のサイン 

        『目のサインを下さい』 と伝えるとしっかり見るようになります。 

 

② 園内放送を聞くときはコールサイン（チャイム）→放送が流れたら立ち止まり静かにし動きを止めて放

送を聞く 

③ ホワイトボードなどを利用し、絵や言葉を使って一日の流れを知らせ園生活が見通しを持って過ごせ

るようにする。 

④ 体幹を鍛える遊び・運動を取り入れています。 

 

今までも行ってきていることではありますが、より分かりやすく丁寧でやさしい保育を心がけていきます。  

 



～七夕まつりでみんな星の子になりました～ 

                     ♪たなばたさま♪ みんなで歌っています 

 

                    

 

 

 

 

 

  ひよこ１歳さん 

 全体集会に参加できるようになり 

  おにいちやんおねえちゃんになったよ！ 

 

 

 

 

ますしまっこの 

なつのやくそく  
 

☆ はやねはやおき 

☆ はをみがこう 

☆ こうつうじこにきをつけよう 

☆ つめたいもの・のみすぎ・たべすぎにちゅうい 

      ☆ ぼうしをかぶろう 

      ☆ テレビのみすぎにちゅういしよう 

      ☆ でかけるときはいきさきをいってからでかけよう 

      ☆ しらないひとについていかない 

      ☆ みずのじこにきをつけよう 

      ☆ あいさつをしよう 

      ☆ おてつだいをしよう 

             

   

 

 

 

 



ワンポイントメッセージ 

＊ 公共の乗り物に乗り、自分の足で歩きましょう 

   子ども達は次世代を担う宝です。体を作ってあげましょう。大人が便利さに流されな

いように。 

＊ 大人も子どもも汗をかく生活をしましょう。（ただし、熱中症に注意） 

＊ 挨拶と早寝早起き・朝ごはん・・・怪我と事故を防ぐ心と体作りが基本だそうです。 

＊ マナーとエチケット、社会のルールを教え、守りましょう。 

   大人がモデル・・・ 

＊ 交通・水・花火などの事故にはくれぐれも気をつけましょう。 

＊ 幼児期の子どもを決して一人にしないようにしましょう。 

＊ リサイクル・リユースの生活を子どもと共に実践しましょう。 

＊ 幼い子ども達にも、戦争の怖さを教えましょう。 

   絵本『かわいそうなぞう』『ちーちゃんのかげおくり』など・・ 

 

 

『のりくらグリーンフェスティバルぬり絵コンテスト』 結果発表 

優秀賞 

 年長  とがわ まなとくん 

     たかい りくとくん 

     みやじま こはるちゃん 

年中  のむら かいとくん 

     つかごし たいがくん 

年少  まつした かほちゃん 

 

応募してくれたみなさんもとても上手でしたよ。 

 

 

 

        大好きなママの絵 

 

        お部屋で自由画帳に絵を描いていた年中女の子 

          『 かわいいね だれかな？』 

       『 ママの顔やよ❤ 』 

 

 

 



 

～食育だより～ 

 

トマトたより 

 プランターで各クラスが名前を付けて育てているトマトが実り始め食べています。 

 最初は『プランターやでな そこそこの出来か・・・』なんて思っていましたが、なん

と！甘い ミニなのにでかい たくさん実がなる という三拍子そろったトマトが育っ

ています。 

 土・肥料・消毒にこだわったのと、園庭というみんなの応援『おおきくなーれ』『あまく

なーれ』が聞かれる場所のおかげでみごとトマト作りに成功しました。 

 今後は『ますしまっこトマトブランド』を立ち上げたい！という思いまでが・・・・・ 

 

スイカだより 

 前回のますしまっこメールでもお伝えしまいたが、さらに大きくなって数えていただい

たら１８個くらいはあるそうです。こちらも楽しみです・・・ 

 

じゃがいもだより 

 ２３日に年長さんが掘ります。豊作まちがいなし！ 

 

 

 

年長さんは今年は台風１１号の影響でますつかみ体験ができませんでした。残念でしたが、当

日はなかんじょ川から捕るはずだったますを焼いて持ってきていただきました。頭からかじっ

てワイルドにいただきました。 

男の子のコメント『かおをたべるとマヨネーズのあじがするんやけど・・・』 『頭には栄養

のもとが詰まっているでな』濃厚な味がしたんですね。 

みんな食べてしまいました。 

 

 


