９月

園だより

平成 30 年 9 月 1 日
大垣ひかり保育園
涼しくなるのかな？と思うような日も ありましたが、まだまだ 暑い日が 続いています。今
年は 天気の良い日が続き たくさん 水遊びをすることが できました。顔つけやワニ歩きなど
できるようになったことを 嬉しそうに 見せてくれました。
これからは 運動会の練習が 始まります。暑さ対策をしながら 無理なく・楽しく 練習を進め、
運動会を 迎えたいと思います。いろいろと ご協力 お願い致します。
９ 月 の 行 事 予 定
１日(土)
3～7 日
７日(金)
10 日(月)

祖父母参観

おじいちゃん・おばあちゃんと ふれあい遊びをしたり 一緒に
人形劇を 見たりします。(３～５歳児)

個人懇談(4 歳児) 懇談を 希望された方、時間になったら おいでください。
東本願寺参拝

５歳児が バスで京都まで行きます。鉄道博物館にも行きます。

交通安全集会

信号のある 交差点での 横断の仕方を 知らせます。

歯科検診

そばじま歯科医院・まこと歯科医院の 先生に 診てもらいます。
（午後から）子どものみ

10～11 日

発 育 測 定

たくさん遊んで たくさん食べて どれだけ 大きくなったかな？

11 日(火)

避難訓練集会

家にいる時 火事や 地震が 起きたら どうすると いいかを 知ら
せます。

13 日(木)

誕

15 日(土)

資 源 回 収

園舎北側に それぞれ分別して 間隔をあけて 置いてください

集団徒歩登園

朝のみ。お友だちと 手をつないで 頑張って 歩きましょう。

21 日(金)

生

会

３歳児午睡終了

26～28 日

運動会練習

30 日(日)

運動会

９月生まれの お友だち おめでとう‼お祝いしましょう。

３歳児の昼寝は 終了です。お布団の持ち帰りを お願いします。
北部体育館へ 練習に行きます。
みんなで 楽しく 参加しましょう。10 月１日(月)は 代休です。

◎ 体育あそび…５日・12 日・19 日
※ 朝から 体育半ズボンを はかせて きてください。
◎ 絵本貸出…Ⓐグループ（５日）、Ⓑグループ（12 日）、 ◎ 仏参…３日
◎ 習字…６日、 ◎ 英語…14 日、 ◎リトミック･･･14 日（４歳児）
◎ 中川ふれあいホーム訪問…４日(藤組)・５日(橙組）◎ 憩いの里訪問…６日（藤組）
《10 月の予定》
✦ 20 日(土) 祖父母遠足（おじいちゃん・おばあちゃんと 公園まで 歩きます。）
✦ 22 日(月) いもほり
１号(幼稚園部)の子の
（にこにこ畑の 芋を 掘ります。）
15：30 までのお迎えの日
✦ 保育参観 及び 給食参観（9：30～12：00 頃）
4 日(ホーム訪問)
藤組
12日（金） 16日(火) 19日(金) 26日(金)
5 日(ホーム訪問)
橙組
白組
青組
紫組
緑組
6 日(憩いの里)
藤組
10 日(歯科検診)
3～5 歳児
詳細は 後日。予定しておいてください。
13 日(誕生会)
3～5 歳児
桃組は 11 月 9 日(金)です。

ほう しゃ

報 謝

運動会にむけて

(ありがとう )

◆ だれにも 素直に
ありがとうが 言える。
◆ もったいないと
いうことが 分かる。
◆ ほとけさまへの お礼や
ごあいさつを わすれない。

運動会の練習が 始まります。下記の時間を目安
に 早めの登園に ご協力 お願いします。登園時間
が 遅いと 気分も のりきれません。時間を守って
行動できるようにしましょう。バスの子は バスの
時間帯で 構いません。
５歳児

４歳児

３歳児

8：50 まで 8：50 まで 9：00 まで

台風のシーズン
今年は すでに 20 もの台風が 発生していま
すが、まだ たくさん発生すると 予測されてい
ます。保育園も 台風直撃の時は、時間帯によ
って 保育時間が 変わったり、休園になる場合
も あります。
『入園のしおり』 をよく見て 確
認しておいてください。かんたんメールで 発
信する場合もあります。お仕事中、時々 確認
をしてください。
周りの状況にもよりますが、学校のように 大
雨警報・洪水警報で 自宅待機・休園になるこ
とは ありません。

特に ５歳児は 運動会の練習 だけでなく年間を
通して 習字や英語があります。最初のクラスは
９時 30 分から 始まります。落ち着いた気分で 参
加できるように しましょう。

お着替えについて
４・５歳児は お昼寝が終了しましたが、運
動会の練習や 暑さのため 汗をかくので、
着替えを１組 着替え袋に入れて 毎日 持っ
てきてください。３歳児も 21 日に お昼寝
が 終了しますが、４・５歳児同様、着替え
を 持ってきてください。

おねがい
★ 水あそび中は サンダルを 使用していましたが、９月より 運動会の練習や かけっこが 始まり
ますので、サンダルではなく 運動靴を はかせてきてください。朝、雨が降っていると 長靴を
はいてくると 思いますが、晴れてくることも ありますので、運動靴も 持ってきてください。
また、夏の間に 足が大きくなっている子もいます。サイズの合わない 靴を履くことは、けが
につながる 恐れがありますので、あらためて サイズの確認を お願いします。
★ 朝晩は 少しずつ 涼しくなりますが、日中は まだ暑い日が 続きます。なるべく半袖・半ズボ
ンで 登園してください。ジーパンやスカートは 運動会の練習の 妨げになります。ひざを曲げ
やすい やわらかい素材の半ズボンに してください。（できれば ひざより 上のもの）
★ 10 日(月)に 歯科検診が 行われます。結果は、後日 お知らせします。虫歯のある子は 早めに 治
療しましょう。治ったら 虫歯治癒書に 保護者のサインと 捺印して 担任へ 提出してくださ
い。12 月末までに！
★ 通園鞄や手提げなど 自分の持ち物は できるだけ 自分で持つように しましょう。あいさつを
する時は ちゃんと鞄をかけていると いいですね。
※9 月分の保育料・その他の 雑費引き落としは 9 月 27 日（木）です。
通帳の残高を 前日までに 確認しておいてください。

