
  

 

              

 

 

 

 

              ２０２０・７月                           園長 小林康子 

    “おひさまぎらぎらの夏がやってきた！” 

 七夕の日が近づいてきました。本園では季節の節目にある節句や日本の伝統文化を子どもたちに伝え

る行事を大切にしています。七夕もその一つです。 

近隣の方から大きな笹をいただき、七夕の飾りを作っています。短冊には年少・年中さんはお願いした

い事を、年長さんは挑戦したいことをお願いしています。毎年楽しい願い事が届きます（どうか叶いま

すように！）飾りは折り紙を折って飾りを作ったり、和紙を染めて切ったり貼ったりして発達に応じて

工夫して取り組んでいます。七夕の飾り作りを通して手先の技能（ハサミの使い方・のりのつけ方・紙

の折り方）も高まります。行事は子ども達の自然な生活の流れに変化や潤い与え、行事に参加すること

により、いつもの幼稚園とは異なる体験をしていきます。 

 また、園庭のブームは砂場のダムつくりや泥団子作りです。この活動にはたくさんの科学的な思考力

の芽生えが詰まっています。土の硬さ、色の違い、白砂や粘土質など土の種類、水の役割など多くの事

を学べます。そして何よりも夢中になれる事、次の日も継続して思考を巡らせる事などこれからの子ど

もにとってとても大切な意欲です。 

「人生に必要な知恵はすべて幼稚園の砂場で学んだ」の著者ロバートフルガムは“何でも皆で分け合う

事”“ずるをしないこと”“使ったものは必ず元の場所に戻すこと”“誰かを傷つけたらごめんなさいを言

う事”など。本当に知っていなくてはいけないことを全部幼稚園で教わったと記しています。遊びなが

らいろんな事を学んでいるという事ですね。 

 6 月から緊急事態宣言が解除され全員揃うことができました。久し振りに会った保護者さんから“こ

どもが段ボールなどを使っていろんなものを作り、ままごとを一緒に楽しみました”また“避難訓練ご

っこ”と称し“ちゃんと頭は守れましたか？”などと園長先生の話をしてくれました（一緒に大笑い！）

など。保護者が幼児期の遊びの大切さを理解し、一緒になって面白がることは子どもの成長にも大きく

影響していくはずです。保育ではその事をとても大事にしますし、保護者にも理解してほしいことでし

た。主体的に自分の思いを形にしようとするところに大きな成長を感じた微笑ましい話でした。  

 

 

真龍寺の住職さんに来ていただき、花まつりの話や読経を聞きお誕生をお祝いました！ 

２ケ月遅れの“花まつり” 



 

 

 

 

 

 

学年の目標 
年 長：友だちと関わりながら、自分なりの課題を持ち、試したり、工夫したりする。 

年 中：開放感を感じながら、気の合った友だちと一緒に遊ぶ楽しさを味わう。 

年 少：先生や友だちと一緒に遊ぶことを楽しむ。 

アリス：満３歳児→友だちとの関わりの中で、保育者を介して順番や貸し借りをしようとする。 

満２歳児→好きな遊びを見つけ保育者や友達と一緒に遊ぶ。 

満１歳児→水や砂などに触れながら感触を楽しむ。 

 

 

★７月の行事予定★ 
 

 

ありす組 年少・年中・年長組 

１ 水  食育（中）英（少）体力作り（長） 

2 木  年中パパママ・英語参観（長）チクタク 

3 金  お茶・園外（少） 

４ 土   

5 日   

6 月 避難訓練 

7 火 七夕の会 

8 水 英（少）体力作り（長） 

9 木 お願聞いてね笹もやし 

10 金 ７月生まれ合同誕生会 

11 土  

12 日  

13 月              個人面談     午前保育 

14 火              個人面談     午前保育 

15 水 体力作り      英（長） 園外（中）体力作り（少）個人面談 

16 木 英語          英（中）               個人面談 

17 金 夕涼み前日準備     午前保育 

18 土 夕涼み会 

19 日  

20 月  

21 火 お泊り会 
22 水  お泊り会 

23 木 海の日 

24 金 スポーツの日 

25 土  

26 日  

27 月   

28 火  英（長）体力作り（長） 

29 水  英（長） 

30 木   

３１ 金 １学期終業式         午前保育 

【７月の子育て支援事業】 

☆チクタクキッズのご案内☆ 
（園の定める木曜日 対象年齢：１.５歳～就園前） 

☆２日「夏を楽しもう！」ですが、定員が埋まりま

したのでお知らせ致します。また次回の予約お待ち

しています。 
次回はティンクルーム８月２５日（火） 

「水で遊ぼう！」です。 

※人数把握の為、事前の予約をお願い致します！ 

 

〈特記事項〉 
 

●２日（木）年長組の英語参観があります。 

後日、詳しいお手紙が配布されますので、 

ご確認下さい。 

 

●１１日（土）東会は中止となりました。 

 

●１３日（月）～１６日（木）まで延期されて

いました個人面談が行われます。 

 １３日・１４日は１号認定児さんは午前保育

となります。 

 １５日・１６日は１号認定児さんも通常保育 

 となります、お間違えのないようお願いいた

します。 

  

●１８日(土)は夕涼み会（夏祭り）です。出席

日数に含まれます。詳しくは別紙お手紙をご

覧になりお越し下さい。 

 

●２１日(火)、２２日(水)は年長さんのお泊り会 

 です。年少・年中の１号認定児さんはこの日

はお休みになりますのでご了承ください。 

 

●２０日（月）～３１日まで１号認定児さんは

13 時 30 降園になりますので、お間違えの

ないようにお願い致します。 

 

●３１日（金）１学期終業式の為、１号認定児

さんは午前保育となります。 

 

今月の目標 
・様々な素材や感触に親しもう。 

  ○いろいろな素材に積極的に関わり、工夫や想像力を養い、表現力を豊かにする。 

  ○歌や楽器に親しみ、楽しむ。 

Welcome 

エース組 むらだて やくもくん 



園医の先生方のご紹介 

今回コロナウイルスの為、健診の日程が変更になり園医の先生のご紹介が遅れてしまいました。 

榎の木でお世話になっている園医の先生方です。（※今年度、眼科健診は中止となりました。） 

 

園をのぞいてみよう！ 

ムシバーマンをやっつけろ！！ 

６月５日は、虫歯予防デーにちなみ、各学年

でエプロンシアターを使って、歯磨きの大切

さを学びました。年少さんは手作りの歯ブラ

シで、かばお君の虫バイキンをやっつけ、年

中長さんはもう一度、歯磨きの磨き方を確認

し自分達で実践していました！！鏡でチェッ

☺クしながら念入りに  
✨これからもしっかり磨こうね  

本間歯科医院の本間忠先生 二瓶眼科医院の清原尚先生 保健衛生協会の佐藤惇先生 

歯科 眼科 内科 

プール開き！！ 

６月１０日はプール開きでし 

た。今年度は各学年別時間 

を区切って行いました☆ 

この日は晴天☀水着に着替えた 

子ども達はテンションも上がり 

早くプールに入りたくて… 

ウズウズしている様子☺ 

お酒とお塩を入れ水の神様に 

お祈りをしたら、お待ちかね 

プールタイム！！子ども達の 

はしゃぐ声が園に響き渡って 

いました！お外で感触遊びや 

水遊び沢山して楽しもうね☆ 



学年のまど

アリス⭐新年度が始まって間もなく自粛登園期間となってし

まったため、自粛期間明けは子ども達との信頼関係作りも初めから
だね…！と職員同士で話し、みんなが揃う６月からはどのように保
育を展開していこうか、どのような環境が安心に繋がるかなどを話
し合いながら準備を進めてきました。
また、自粛明けの不安な気持ちを少しずつ縮めていこうと天気の良
い日は園庭での水遊びを楽しんだり、学年ごとにトイレットペーパー
や片栗粉粘土、絵の具など感触遊びの時間も沢山設けて気持ちの
発散もしていきました。
エース組・クイーン組の子ども達はアリス園舎内や園庭に出た際に
自分の足で歩きながら探索活動を始める子ども達が増えてきまし
た。「お兄ちゃんクラスは何やってるのかな…？？」と輪の中に入っ
ていったり、「これなんだろ…？」と口に入れたり。自分で確かめて
行動することは大切なことですよね。
キング組さんがみんなで植えたきゅうりに沢山お水をくれてくれ、美
味しいきゅうりを何本か収穫し頂くこともできました。捕りたてのきゅ
うりはチクチクしていることにも気付きましたよ。

年少・ようやく賑やかな年少組の毎日が戻ってきました！

月の初めは、久しぶりの登園となることに少し不安を感じていまし
たが思っていた以上に子どもたちは落ち着いた様子で園生活の
流れや身支度の仕方を思い出して自分でやろうとしてくれていまし
た！友だち同士で教えあったり手伝ってあげたりすることもありま
した。

また、お友だちとの関わりも増え、真似をして遊ぶことや同じもの
で遊ぶこと、ヒーローごっこなど一緒に遊ぶ・遊びの共有を楽しむ
姿が多くなってきました。
「むっくりくまさん」や「はしってはしって」など、簡単なルールのある
遊びを友達と一緒に楽しむことも経験しました。今後は小さな集団
で楽しめる遊びも取り入れながらより一層、友だちとのつながりが
持てるように関わっていきたいと思います。

年中・自粛明け、寂しかったお部屋に明るい子ども達の声が戻って

きました！大好きな先生やお友達と一緒に遊ぶことを楽しみにしてい
た子ども達☆額にじんわり汗を滲ませながら、園庭でだんごむしやてん
とう虫の幼虫探しに夢中になっていました☆虫を探すだけではなく、ど
んな物を食べるのかみんなで図鑑をみながら調べたり、年長さんに教
えてもらったり…小さな命をクラスで大切に育ててきました☆これから
虫の成長と共に子ども達がどんなことに気付き、どんな　心の変化が
あるのか楽しみにしていきたいと思います☆

また、６月に入りお当番活動が始まりました！「自分の役割に責任を
持って友達と協力すること  」をねらいとして取り組んでいます。初めて
の当番活動だったので、お仕事の内容は 食前食後のテーブル拭きや
ご挨拶  を行っていきましたよ☆皆の為に当番活動を行うことでお当番
になることを心待ちにし、活き活きと取り組んでいます。今後皆の為に
どんなお仕事をしたいか、子ども達が主体的に取り組めるように活動し
ていきたいとおもいます☆

 自粛明け、お友達との久しぶりの再会を喜び合った年長組さ

ん⭐リーダー活動や、お友達との繋がりを深める中で、生活の
リズムを取り戻していった子ども達です。クラスではムシムシラン
ドで見つけた青虫やザリガニなどの生き物を飼育している真っ最
中！生き物の変化を伝え合ったり掃除をしたり、何を食べるのか
図鑑で調べたりする姿はさすが年長さん☆飼育を通し命の大切
さに気付いてくれたら💛と願っています‼

リーダー活動では、人前に立つ事が恥ずかしかったり緊張したり
する姿もありましたが今では大きな声で堂々と朝のお集まりの進
行をする姿は頼もしいです☆また、6月は年長さんになり、初め
ての誕生会があり、司会・お楽しみ・プレゼント係の　3チームに
分かれ役割分担をしながら準備を進めていきました。誕生会当
日は自分達で作り上げた達成感を味わっていた様に感じます。
誕生会の準備を進める中で　相手に思いを伝える・思いを聞く
（受け入れる）経験をしました☆これからも伝え合いを大切にしな
がら活動を進める喜びを感じて欲しいです　💛



 

食育コラム 

通勤途中の道路脇では、ブルーやピンクや白のあじさいが咲き始めました。湯川村と会津若松市が

「日本一うつくしいあじさい街道」を目指して、植栽を行っているのだそうです。梅雨空で気持ちま

で湿りがちなこの時期、涼やかな色合いのあじさいで気分一新です。 

さて、ステイホーム中、お子さんと一緒におやつ作りをすることも多いと思います。手軽に作れる

この時期のおやつと言えばゼリー。プルルンと揺れるゼリーは見た目にも涼やかで口の中でスーと溶

けて心地よいものです。中でもゼラチンゼリーは、子どもでも簡単に短時間で作れるおやつです。そ

こで、今回は粉ゼラチンを使ったミルクゼリーをご紹介します。1 個分の材料は【牛乳 80CC、粉

ゼラチン 1g（1 袋 5g 入）、水小さじ 2、砂糖大さじ 1、あればバニラエッセンス 1 滴】です。まず、

水小さじ 2 にゼラチンを振り入れてふやかします。牛乳は固める容器に入れて電子レンジで沸騰さ

せないように熱めに温め、砂糖とふやかしたゼラチンを加えて溶かし、最後にバニラエッセンスを落

としてかき混ぜ、冷蔵庫で冷やして完成です。密かにグミ菓子を沈めておき、宝探しするのも楽しい

ですね。ゼラチンはたんぱく質なので、パインやキウイやメロンなどのたんぱく質分解酵素を含んで

いる生の果物を入れると固まりません。酸味の強い果物も固まりにくくなります。また、ゼリー液を

加熱しすぎるとたんぱく質成分が変質して固まりにくくなります。一方、ゼラチンゼリーは粘着性が

あるので、種類の違うゼリーを重ねることができます。7 色のゼリー液を順々に固めながら流すと、

虹色ゼリーが出来上がります。雨あがりに作ってみてください。 

あじさいは花も葉も綺麗なので、料理のあしらいに飾りたくなってしまいます。しかし、有毒成分

を含み食中毒発生例が報告されていますので、絶対に食べないようにしましょう。あじさいは見て楽

しむのが一番です。                        会津大学短期大学部 鈴木秀子 

 

編集後記 

 まだまだ梅雨が明けずジメジメとした日が続いていますが、子ども達は雨の日も晴の日も全身で楽し

んでいます☺ ６月から通常保育になり、子ども達は園生活のリズムにも慣れ毎日先生やお友達と関わ

りながら、各学年五感をふるに使って様々な事に挑戦しています☆この一ヵ月の間も大きく成長してい

る子ども達の姿がありました！来月は七夕・夕涼み・お泊り会楽しい行事が沢山あります！！みんなど

んな願い事を書くのかな～♡♡楽しみ楽しみ～チロルチョコ 

年少組リーダーの斎藤 麻衣先生 

６月２０日３５００ｇの元気な男の子

をご出産されました。 

 

まい先生 ご出産おめでとう！ 

💛赤ちゃんのお名前💛 
齋藤 想（そう）くん☆ 

💛名前の由来をインタビュー💛 
大切に思い、大切に思われる温かい人 
になりますようにという思いをこめました☆ 



 

① 松山 千代 【会計監査】 

(グレーテル・せい) 

② 熱しやすく…冷めやすい？色んな事

に夢中になるので子供と一緒に歯止

めがききません。 

③ 食いしん坊なので食べた物の記憶力

だけは優れています☆ 

④ 子どもと歌っています♪十八番は「ぼ

よよん行進曲」 

⑤ 泣き虫で気難しいけど、可愛い息子達

♡「お母さん可愛い・結婚しよ」と言

ってくれます。 

⑥ 幼稚園が大好きな我が子。感謝しかな

い幼稚園のお手伝いが、少しでも出来

ればと思っています。分からない事だ

らけですが、よろしくお願い致します 

① 石井 理恵子 【文化部 部長】 

（ジャック・ちえり） 

② 臆病でマイペース・たまに斜め上を行

く 

③ アイス沢山たべる♡落書き！ 

 

④ 公園で遊ぶのにつきあったり、旧跡め

ぐりに付き合ってもらったり。 

⑤ 去年から家庭菜園始めました。 

 

⑥ 気が付けば最終学年、３年間楽しく通

わせていただいたこの園に、少しでも

恩がえしができるよう楽しんで活動で

きたらと思います♡よろしくお願い致

します。 

①  折笠 美佳 【ＰＴＡ副会長】 

(ジャック・ゆうと） 

② On/off の差が激しいです。。。。 

楽しい事はとことん楽しみます。 

 

③ ３秒で寝れちゃう💛 

 

④ 公園でサッカー・バスケ自転車で散歩。 

 

⑤ 鬼滅の刃のグッズを集めています。 

⑥ 今年最後の幼稚園。コロナに負けず子ど

も達と一緒に各行事楽しみたいと思い

ます☆よろしくお願い致します。 

①  郡司 俊一 【ＰＴＡ会長】 

（ジャック・みらい） 

② 意外とびびりです！ 

③ スキーの板を着ければどこでも滑れ 

ます。 

④ 夏は野球・ゴルフ！冬はスキー 

 

⑤ この春DIYでウッドデッキを作製し

ました。！ 

 

⑥ 今年度も頑張って参ります！！ 

皆様のご協力よろしくお願い致しま

す。 

①  曲山 貴子 【厚生部 部長】 

（ジャック・なつき） 

② 小心者なのに楽天家なところ。いつもド

キドキしながらワクワクしてます。 

 

③ 家電の修理 

 

④ ピクニックはじめました。 

⑤ おうち時間でトランプをはじめたら、家

族全員「スピード」が速くなりました。 

⑥ 今年度は行事が縮小していますが、

厚生部のパパママさんはやる気

満々です！一つ一つのイベントが

素敵な思い出でありますよう精一

杯お手伝いさせて頂きます！！ 

① 加藤 香織 【施設部 部長】 

(ピーターパン・たいせい） 

② マイペース（ハイペースだねとよく言

われます） 

③ 声が大きい事 

 

④ 最近は、子ども達と自転車に乗って散

策する事がリフレッシュタイムです。 

 

⑤ 子ども達の名前にパパの名前が一文字

☺ずつ隠れています  

 

⑥ 子ども達の笑顔の為に、1 年間楽しく

活動していきたいと思います♡ 
よろしくお願い致します。 

①  上野 新吾 【ＰＴＡ副会長】 

（チルチル・さやか） 

② スー１倍人見知りです。 

 

③ これといってありませんが、ゴルフが

大好きです。 

 

④ 近くの公園で遊んだり、おままごとを

楽しんでます。 

  

⑤ 愛犬家でございます☆ 
⑥ 何でも楽しむ！をモットーに役員と

して子ども達の為頑張っていきたい

と思います！！ 

総務さんのご紹介 
今年度の総務部の皆さまをご紹介いたします！！ 

①名前（お子様の名前）②私ってこんな性格です ③誰にも負けない私の特技 

④休日のお子様との過ごし方 ⑤我が家のプチ自慢 ⑥一言・意気込み 

① 星野 美江 【会計監査】 

(ヘンゼル・しずく） 

② ポジティブです💛 

 

③ 断捨離 

 

④ お菓子作り 

 

⑤ 家族全員元気で丈夫です！！ 

 

⑥ 一年間頑張りたいと思いますので、よ

ろしくお願い致します。 

 

① 白井 秀治 【会計】 

（アリス・のん） 

② 飽きっぽい性格だと思います。 

  

③ 特技はありませんが、ある程度の事な

らオールマイティーにこなす事があ

ります。 

④ お散歩したり、YouTube を見て踊

ったり♪ 

⑤ 子ども ☺が５人いること  
⑥ かなり久しぶりの総務ですが、子ど

も達が笑顔になれる様にイベントを

盛り上げていきたいです。 



 園を盛り上げてくれる役員の皆さんです！一年間よろしくお願い致します！！ 

文化部さん 

総務さん 
厚生部さん 

施設部さん 

４月２４日に行う予定だった PTA 総会も今年度は中止になり、６月３日にようやく各部部会を開く事が

できました！部会の形も今までとは変えて行いました。密にならないよう３部それぞれ時間を区切って部

長・副部長選出・年間計画等の話し合いを進めて頂きました。 

今まで通りのやり方がなかなか難しい状況でも総務さん方が意見を出し合い考えて下さってこのような

形でスムーズに運ぶ事ができました。本当にありがとうございました。 

またこのような状況でも集まってくださった部の方々にも感謝したいと思います。部長・副部長も決まり

スタートしたばかりですが、みなさんやる気満々です！！今年度も力を合わせて頑張るぞー！！ 

 



             ほけんだより     

  
                                 令和２年 6 月末  

                                   
 水遊びが始まりました。子どもたちの体調を整えて夏ならではの体験ができるようにしていきたいと 

思います。６月は、発熱の園児が多くみられました。夏を十分楽しめるように、普段の生活リズムを 

崩さないように気を付けましょう。毎日の体調確認よろしくお願い致します。   

    

 毎日健康チェックをしましょう        
  ◎ 昨日はぐっすり眠れましたか？       

  ◎ 機嫌はいいですか？       

  ◎ 体温は何度ですか？      

  ◎ 食欲はありますか？ 朝ご飯は食べましたか？ 

  ◎ 朝、排便はすみましたか？        

  ◎ 下痢はしていませんか？       

  ◎ 頭やお腹、耳、目、のどなど痛いところはありませんか？     

  ◎ 手足の爪は短く切ってありますか？ 耳の中はきれいですか？     

        
夏に流行る！？ ３つの感染症  

       

  （手足口病） 口の中や手の裏に２～３ｍｍくらいの赤い発疹や水ぶくれができます。 

熱はあまり高くありません。 

便中に４週間近くウイルスを排出しますが、最も感染力が強いのは症状がある間です  

      

（ヘルパンギーナ） 突然高熱が出て、強いのどの痛みがあります。のどに水ぶくれができます。 

          症状が回復した後も、２～４週間の長期にわたり便中にウイルスが排出されます。 

      

（咽頭結膜炎） プール熱ともいいます。発熱して、のどがまっ赤で痛くなり目の痛みとかゆみがあります。 

タオルの共用を避けましょう。咽頭から２週間、便から３０日間ウイルスが排出されます。 

 

対処法⇒まずは水分補給、食事はやわらかくて刺激や塩味の少ないものを。それから十分な休養をとり 

無理をさせないことです。      

  予防は⇒手洗い・うがいを習慣つける。睡眠をたっぷりとって体力アップ。   
※家庭内感染を防ぐために`手”がよく触れる場所などは、こまめに洗浄・除菌を行いましょう。 

胃腸炎等の予防をしましょう！       

   外出後、食事の前、トイレの後、オムツ交換や便・嘔吐物を処理した後は、流水と石鹸による 

手洗いをしっかり丁寧に洗い、ウィルスを流しましょう。汚れた手で蛇口に触れた場合は、蛇口も一緒に洗

い流しましょう。手を拭くときは、ペーパータオルか個人のタオルを使いましょう。  




