あ お ぞ ら

令和３年 ４月５日
大淀町立あおぞら保育所
保育所だより

４月生まれのおともだち
あおぐみ

ご入園・ご進級おめでとうございます。
新しいお友達を迎え、あおぞら保育所の新年度がスタートしました。
新しい環境に子ども達も保護者の皆様も、ドキドキ・ハラハラの日々がしばらく続くかと
思いますが、子どもたちとのスキンシップや会話を大切にしながら、不安な気持ちを受け止め
てあげてください。保育所でも子どもたちの様子をしっかりと見守っていきたいと思います。
また、今年もまだ新型コロナウイルスには油断はできません。感染予防に努めながら、楽しく
過ごせるようにしていきたいと思います。ご理解、ご協力よろしくお願いします。

行事予定

２０日 ひがし はやて
２６日 まつばら あかり
２８日 いぬい りょうが

きぐみ

８日 いとう さゆき
２７日 かじしま みれい

ももぐみ
あかぐみ

ひよこぐみ
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＊参観の詳細は後日お知らせします。

＜土曜日の保育について＞
※保育時間

通常時間 ８：３０〜１６：３０
延長保育 ７：３０〜８：３０

※通園バスは運休で、給食はありません。
※土曜日に登園する人は、お弁当・水筒（お茶）・上靴
手ふきタオル・パジャマ・出席ノートを持参し、
いつもの服装で登園してください。

※４月は、新しい環境に慣れようと、精神的にも体力的にも疲れる時期です。
あか組（2歳児）
お家に帰ったら、しっかりと抱いて頑張ったことをほめながら、ゆったり
と過ごす時間を持ってあげてください。
みどり組（1歳児）
毎朝の検温を忘れずに、体調に気をつけてあげてください。

※子どもたちの活動が活発になり、水分がたくさん必要になりますので、
水筒に名前を書いて、必要な分のお茶を入れて持たせてあげてください。
（一年間を通して必要です。）
※徒歩通園の人は、特別な事情（通院等）がない限り、子どもたちの朝の活
動や遊びの時間が十分に持てるよう、９時までに登園してください。
欠席や遅れて登園される時も９時までに連絡してください。
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＜通園バスについてのお知らせ＞

＜お し ら せ＞
※子育てについての相談窓口を開設しています。困ったこと、分からないこと、
苦情など何でも保育所へお尋ねください。
相談責任者
喜多和美
相談窓口
桶田雪子

今年度より、あおぞら保育所の通園バスを、町立幼稚園（２園）・
延明保育園・花吉野えんめい保育園に貸し出しすることになりました。
よろしくお願いします。
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※１６日（金）までに、雑巾を一人２枚持たせてください。

※早朝（７：３０〜８：３０）保育を希望する方は証明書が
必要です。
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※用品・衣類・持ち物など一つ一つに分かりやすく名前を書いてください。
マーカー・クレパスは一本一本に、持ち物・衣類などは表から見える
ところに名前を書いてください。
また、名前が消えていないかの確認をお願いします。
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５日（月） 令和３年度入園式
給食・午睡始め（継続児）
６日（火） 給食・午睡始め（新入園児）
保護者会費・バス代徴収袋配布
１２日（月） 諸費徴収袋配布
２１日（水） 体位測定
２２日（木） 誕生会
２３日（金） 避難訓練
２６日（月） 保育参観（５・３歳児）
２７日（火） 保育参観（４・２歳児）
２８日（水） 保育参観（１・０歳児）
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子どもたちが毎日元気に楽しく
過ごせますように、職員一同頑張
りますので、保護者のみなさまの
ご協力をよろしくお願いします。

文

＜5月生まれのおともだち＞

あ お ぞ ら
若葉のまぶしい季節となりました。園庭で虫や草花を見つけたり、空に浮かぶ雲の
大淀町立あおぞら保育所
流れに気づいたりする子どもたち。日々、五感を使って季節の変化を感じています。
令和３年 ４月２６日
入園・進級したクラスでの生活にも慣れてきて、子どもたちの表情もやわらかくなって
保育所だより
きました。お気に入りの場所や好きな遊び、気の合う友達と過ごすことで安心感が生ま
れているようです。そんな中、新型コロナウイルスの感染拡大が心配されています。
保育所でも感染予防に十分気をつけていきたいと思います。引き続きご理解、ご協力を
よろしくお願いいたします。

はぴねすたいむ
楽しいよ♪
スモック通園
バス代・保護者会費徴収袋配布
内科検診（1回目）
おひさまタイム
諸費徴収袋配布
お弁当日（青・黄組）
春の遠足（青・黄組）
13日（木） お弁当日（桃・赤・緑・ひよこ組）
春の遠足（桃・赤・緑組）
14日（金）〜21日（金） 家庭訪問（新入園児）
17日（月） 春の遠足予備日
20日（木） 園庭開放
21日（金） 体位測定
ハッピータイム（食育指導）
26日（水） 誕生会
内科検診予備日
27日（木） 避難訓練

あおぐみ

ふじうら なのは（９日）

ももぐみ

なかじま いちか（１６日）
なかうら かなと（２７日）

あかぐみ

まつばら のぞみ（２８日）

ひよこぐみ

やなぎはら めい（２７日）

毎日、天気のよい日は園庭で、雨の日にはお部屋か廊下でリズム遊びを
楽しんでいます。曲は青組のお当番さんが「何にしようかな？」と楽しみに
決めてくれています。朝からみんなで体を動かすことで、体も気持ちもほぐれ
いい笑顔の子どもたちです。

６日（木）
７日（金）
10日（月）
11日（火）
12日（水）

ひよこ組さんも
ベビーカーで参加です！

◎５月よりひよこ組に新しいお友達
柳原めいちゃんが入ります。
◎５月より緑組に新しく
植村文先生が来てくれます。
一緒にしようよ！

＊内科検診・春の遠足につきましては、詳細は後日お知らせします。
＊感染状況により、変更・中止になる場合があります。

<光触媒コーティングをしました>
光触媒コーティングをすることで、光が当たるだけでウイルス・雑菌
カビ菌などを無害化してくれる作用（抗菌作用）があるそうです。園舎
通園バス・各部屋のおもちゃ類をコーティングしてもらいました。

どうぞよろしくお願いします。

<おねがいします>
〇手洗いが大切です。マメに洗って清潔にしましょう。
〇必ず、マスクを着用してくださいますようお願いします。
〇会話は離れてすることを心掛けましょう。
〇大淀町内におきましても感染者が増えております。送迎時に園庭で遊ぶことは
当面お控えくださいますようお願いします。
なお、夕方（４時ごろから）、園庭の固定遊具の消毒をさせていただきます。
遊具には手を触れないようお願いします。

６月生まれのお友達♪

あおぞら

大淀町立あおぞら保育所
令和３年５月２５日
保育所だより

今年はいつもより早く梅雨入りとなりました。雨や蒸し暑い日が続きますが、
子どもたちは園庭やお部屋で楽しく過ごしています。コロナや夏に向けての
感染症に気をつけながら、この季節ならではの遊びを楽しめるように過ごして
いきたいと思います。また、コロナにおいては感染者がなかなか減らず、不安な
中での生活が続いています。こんな時こそ親子でゆっくりふれあい、お互い
エネルギーの補給ができたらいいですね。

青組

＜行事予定＞
１日（火）
２日（水）
７日（月）
８日（火）
１１日（金）
１５日（火）
１８日（金）
２２日（火）
２３日（水）
２４日（木）
２５日（金）
２９日（火）

ウエア通園
バス代・保護者会費徴収袋配布
歯科検診（１回目）
諸費徴収袋配布・検尿容器配布（詳細は後日）
検尿提出
おひさまタイム
お弁当日（おにぎり・お茶）
廃品回収
マナー教室（青組）
体位測定
誕生会
避難訓練
ハッピータイム（食育指導）

あおぐみ

むらおか しゅんすけ（２日）
たかだ かなで（９日）
さかもと ゆずき（１２日）

きぐみ

とさ あいり（３日）

ももぐみ

やなぎはら りの（１１日）
やすだ さくら（２３日）

みどりぐみ

こめだ ゆうと（７日）
とくだ こうき（２９日）

桃組さんは、５月１３日（木）、吉野町に
あるピンクル広場にでかけました。
保育所にはない遊具に目をキラキラ。
春の自然にもふれながら楽しみました。

赤組
赤・緑組さんは、５月１３日（木）、
佐名伝の公園にでかけました。
可愛い遊具に大喜び！芝生の上
でもいっぱい遊びました。

桃組
青・黄組さんは、５月１２日（水），平成榛原
子どもの森公園にでかけました。大きな恐竜が
いたり、楽しい遊具がたくさんあったりして、
みんな夢中で楽しみました。

ひよこ組

緑組

ひよこ組さんは保育所で
ゆっくり遊びました！可愛い
笑顔、見せてくれるようになり
ましたよ。

黄組

＜お願い＞
プール遊びについて

＜マナー教室が始まりました＞
青組さんのマナー教室が始まりました。今年度も月１回の
ペースで行います。マナーというと難しいように感じますが、
遊びや生活の中にもマナーがあること、上手に周りの人と
関われたり、気持ちよく楽しく過ごせたりすることを、子ども
たちの目線で分かりやすくお話してくださいました。子どもた
ちも質問に答えながら興味を持って参加することができました。

新型コロナウイルス感染拡大防止の
観点から、今年度もプール遊びは中止と
させていただきます。
暑さを乗り切る工夫をしながら、元気に
過ごせるようにしたいと思います。
どうぞ皆様のご理解、ご協力をよろしく
お願い申し上げます。

◎６月１日（火）よりウエア通園になりますが、朝、登園したらTシャツに着替え
ますので、着替えのTシャツを毎日１枚持たせてください。
◎肌寒い日はスモックで調節しますので、毎週月曜日に持たせてください。
（スモックは金曜日に持ち帰ります。）
◎お昼寝用のパジャマは、汗をかきますので毎日持ち帰ります。
忘れずに持たせてくださいね。
◎暑くなってきましたので、お茶はたっぷり入れてあげてください。
お弁当日や土曜日は牛乳がありませんのでいつもより多めにお願いします。
水筒は時々、漂白剤などで消毒をしてください。
◎着替えを持って来ているお友達は、夏物の着替えに替えてあげてください。
◎持ち物には、子どもが分かりやすい場所に名前を書いてください。
消えている物もありますので時々確認をお願いします。
また、いただいた衣服などの名前の書き換えもお願いします。
◎６月２日（水）は歯科検診があります。上村歯科医院の先生が検診をしてくださいます。
お休みしないように９時までに登園してください。顔を洗って、歯を磨いて来てくださいね。

あおぞら
梅雨空の中、蒸し暑い日が続きますが、子どもたちは様々な遊びを楽しみながら元気に過ごしています。
園庭では虫や草花を見つけたり、フープや巧技台を並べてサーキット遊びをしたり。お部屋ではあじさいの
花やかたつむり、傘などの製作をしてこの時期ならではの季節感を楽しんでいます。梅雨があければいよいよ
まぶしい夏がやってきます。今年もかなり暑くなりそうです。感染症だけでなく熱中症にも気をつけながら過ごし
ていきたいと思います。
遊具でいっぱい
遊んだよ！
広場でドッチ
ボールもしたよ。

行事予定
１日（木） Tシャツ通園・水あそび開始
バス・保護者会費徴収袋配布
５日（月） 諸費徴収袋配布
７日（水） 七夕会
９日（金） 避難訓練
お弁当日（自由弁当・お茶）
青組だけのお楽しみ会♪（青組はお弁当はいりません）
１２日（月） おひさまタイム
２０日（火） マナー教室（青組）
２６日（月） 体位測定
２７日（火） 誕生会
２８日（水） ハッピータイム

あおぐみ

三宅いつき（３０日）

きぐみ

吉田しゅうま（２日）

ももぐみ

梶嶋せな（３日）
三宅しょうた（６日）

あかぐみ

福西そうし（２９日）

おべんとうび
６月１５日（火）のお弁当日に
青組は「橿原市 見瀬近隣公園」へ、
黄・桃組は保育所の近くを散歩しました。

冷たいゼリーを食べて、
ひと休み♪

＜青組＞
＜黄・桃組＞
一緒に手をつないで歩いたよ！

チューペットおいしいね！

＜緑組＞

そーっとかけるよ。

＜ひよこ組＞

＜夏に多い感染症＞

みんなそろって
はい！チーズ！

今年の夏も新型コロナウイルスへの心配はなくならず、
夏特有の感染症と合わせての予防が大切です。
・ヘルパンギーナ・プール熱・手足口病
・流行性角結膜炎・とびひ などにも気をつけましょう。

人権擁護委員の方がひまわりの種を持ってきてくださり、黄組さんが一緒に植えました。
プランターにまず鉢底石を入れたり、土を入れたりするのをお手伝いし、種を植えました。
「種を植えたら土はそーっとかけてね」と教えていただき、「そーっとそーっと」と口にしながら
土をかぶせました。
クラスで植えたひまわりと共に毎日お世話をし、たくさん芽が出て少しずつ大きくなってきました。
元気に花が咲きますように。みんな楽しみにしています。

＜赤組＞

おともだちといっしょでたのしいね！

＊東京オリンピックにより祝日が変更されます。
7月22日（木）は海の日、23日（金）はスポーツの日となり祝日です。
7月19日（月）は祝日ではなくなります。

ひまわりを植えました！

＜７月生まれのおともだち＞

保育所だより
令和３年６月２８日
大淀町立あおぞら保育所

＜熱中症にも気をつけましょう＞
◎昼間戸外に出るときは必ず帽子をかぶりましょう。
◎長い間炎天下で遊ばないようにし、日陰で休憩しましょう。
◎日差しの強い時間の外出はさけましょう。
◎水やお茶などでしっかり水分補給をしましょう。

◎６月より赤組に新しく木村優世
先生がきてくれています。
◎７月より赤組に新しいお友達が
入ります。
福西そうし君です。
よろしくお願いします！

＜おねがい＞
◎1日よりTシャツ通園となりますが、毎日着替えのTシャツを忘れずに
持たせてください。お昼寝後に着替えます。
◎暑い日が続き、汗をよくかくようになりました。水分補給が大切です。
水筒のお茶は十分に入れてあげてください。
◎検尿の結果について健康手帳でお知らせしますので、確認・捺印して戻して
いただきますようお願いします。

お帰りの際に、駐車場のフェンスを乗り越えるなどの危険な行為が
見られます。大怪我につながることもこともありますので、お家の方からも
お話していただきますようよろしくお願いします。

大淀町立あおぞら保育所
ほいくしょだより９月号
令和３年８月２４日

おたんじょうびおめでとう！
あおぐみ

こにし りたろう（２日）
やすだ あさき（１０日）

きぐみ

とくだ ひなた（８日）

ももぐみ

うえむら あお（１３日）
よしの ゆきま（２１日）

あかぐみ

よねじま えま（１５日）

１日（水） バス代・保護者会費徴収袋配布

みどりぐみ

かじしま らん（２日）

２日（木） マナー教室（青組）

ひよこぐみ

さかもと あきと（２４日）

この夏も豪雨による災害がたくさんありました。災害に遭われた方々に心よりお見舞い
申し上げます。幸い、私たちが住む町では被害はありませんでしたが、普段から備えるという
ことをしっかり考えていきたいですね。
曇り空や雨模様の日が多くなりましたが、子どもたちはその日できる夏の遊びをクラスで交代しながら
楽しみました。

9月よりひよこ組に
新しいお友達が入ります。
坂本あきと君です。
よろしくお願いします。

＜行事予定＞
き組

６日（月） 諸費徴収袋配布
１０日（金） おひさまタイム
２４日（金） 運動会総練習
弁当日（自由弁当）

あお組
大きなシャボン玉を
作る事に挑戦中！
お部屋ではかぶと虫の
観察やお世話に夢中です。

シャボン玉を地面に落とすと、
どんどん重なって大きな山に！
面白い形になったよ！

あか組

もも組

２８日（火） 体位測定
ハッピータイム（食育指導）

たらいの水をコップやじょうろですくって楽しみました。
時々かかる水も気持ちいいね。

桃組さんは金魚すくい！
水にゆらゆら浮くペットボトル
キャップの金魚をいっぱいすくって
楽しみました。

２９日（水） 誕生会
３０日（木） 避難訓練
ひよこ組

＜おねがい＞

とってもいい顔で沐浴
できるようになりましたよ。
お風呂みたいで気持ちいいね！

みどり組
緑組さんは、たらいのお水をちゃぷちゃぷ。
砂粘土の不思議な感触も楽しみました。

青・黄・桃組さんへ
「げんきなならっこおやくそく運動」について
この夏、約束やお手伝いを頑張れましたか？おやくそくシートの提出は、9月1日（水）です。
冬の取り組みは12月ですので、シートは11月末に配布させていただきます。ご協力よろしくお願いします。

◎まだまだ汗をかきますので、お茶・着替えのTシャツは、毎日持たせてください。
お茶は多めに入れてくださいね。
◎手を拭いたり、汗を拭くためのハンカチを毎日ズボンのポケットに入れる習慣を
身につけましょう。
◎お昼寝用のパジャマは毎日持って帰ります。
◎青組のお昼寝は、９月で終わります。
◎新型コロナ感染症の感染者が増えています。マスクの着用、検温、手指の消毒の他、
今できる感染対策をしながら気をつけて生活をしていきましょう。
◎お休みされる時は、必ず保育所に連絡をしてください。
◎9月1日は「防災の日」です。災害の多くなるこの季節。きちんと備えておきたいですね。
気象・避難情報には気を付けましょう。

大淀町立あおぞら保育所
保育所だより10月号
令和3年9月24日

あおぞら
朝夕はすっかり涼しくなり、彼岸花が風に揺れる季節となりました。
虫の声もますますにぎやかになってきましたね。
もうすぐ運動会。練習も本番も楽しく頑張って欲しいと思います。
さて、１０月はいよいよ秋本番。散歩や遠足で思う存分秋の自然に
触れたり、戸外で元気一杯遊んだりしたいと思います。

１０月よりひよこ組に
辰巳きみちか君が入園します。
よろしくお願いします。

１０月
ウエア通園
バス代・保護者会費徴収袋配布
２日（土） 運動会（雨天順延）
４日（月） 諸費徴収袋配布
５日（火） マナー教室（青組）
１２日（火） 運動会集合写真撮り
おひさまタイム
１３日（水） 弁当日（おにぎり弁当）
秋の遠足（青・黄・桃組）
１５日（金） 内科検診（２回目）
１８日（月） 秋の遠足予備日（青・黄・桃組）
２０日（水） 秋の遠足（赤・緑・ひよこ組）
（お弁当はいりません）
２２日（金） 自転車安全教室（青・黄組）
２５日（月） マラソン開始
２６日（火） 体位測定・ハッピータイム
２７日（水） 誕生会
２８日（木） ハロウィンパーティー
２９日（金） 避難訓練
◎「秋の遠足」の詳細につきましては、後日
お知らせいたします。

10がつうまれのおともだち！

あおぐみ

いとう ゆりあ（8日）
ほうのき さな（16日）

きぐみ

もりもと かりん（14日）
しもにし りく（19日）
みね ひでよし（29日）

あかぐみ

もりた あきと（21日）
ふるにし こうしろう（31日）

おめでとう

１日（金）

＜もうすぐ運動会！＞
毎日練習頑張っています！朝夕涼しくなってきて、日中と
の気温差が激しいですので、元気に参加できるよう体調を整
えましょう。感染症対策もしっかり行って、みんなで楽しい
運動会になりますよう、ご協力お願いします。
＊１０月１２日（火）に運動会の集合写真を撮りますので
お休みしないでくださいね。

そとあそびたのしいね！
朝、涼しい時間に戸外遊びを楽しん
でいます。時々感じる秋風が心地良い中、
虫を探したり体をいっぱい使って遊んだ
りしています。中には友達と一緒にかけ
っこを楽しむ姿もあります。

三輪車でなかよくはしります！

じぶんのことはじぶんでしよう！
子どもは２・３歳になると、「じぶんで！」と何でも自分で
したがり、大人は少し困ってしまったという経験はありませんか？
この時期、子どもは今までしてもらっていた身の回りのことに少
しずつ挑戦したがるようになります。
「何でも自分でやりたい！」という気持ちにあふれている時こそ、
大人は一歩下がって見守り、うまくできなくても自分でできたと
いう達成感や満足感が味わえるように手助けしてあげましょう。
子どものやる気を育てる良い時期です。

フープ、ころころできるかな？

おねがい
◎1日からウエアーでの通園となりますが、活動も
活発になり汗をかきますので、着替えのTシャツを
しばらくの間は毎日持たせてください。
◎お茶は毎日忘れずたっぷり入れてあげてください。
水筒は塩素系漂白剤などで殺菌し、清潔に使える
ようにしましょう。
◎青組のお昼寝は9月で終わります。
保育所でも体調や活動に応じて休息をとるように
しますが、ご家庭でも早寝早起きの習慣をつけて、
疲れを残さないようにしましょう。
◎お昼寝用のパジャマは水曜日と金曜日に持ち帰り
ますので、月曜日と木曜日に持たせてください。
◎青組さんはお当番の時に、マスクを着用しますので
毎日マスクを持たせてください。
◎朝夕の涼しい時などは、スモックで調節してあげて
ください。

ブランコ気持ちいいね！
たっちできたよ！

ひよこ・緑さんは砂場遊びや散策を
楽しんでいます。

青・黄・桃組さんへ
「元気なならっこ約束運動」へのご協力ありがとう
ございました。お手伝いや約束、頑張ってくれましたね。
次回は12月です。次の取り組みもよろしくお願いします。

令和３年１０月２２日
大淀町立あおぞら保育所
保育所だより １１月号

あおぞら
山が色づき始め、秋の深まりが感じられるようになってきました。
子どもたちは戸外で元気に運動会ごっこを楽しんでいます。先日の
遠足は、大きい観光バスに乗り生駒山上遊園地へ出かけました。
楽しい乗り物に大満足の子どもたちでした。
急に気温が下がったり、朝夕と日中の気温差があったりする季節。
手洗い、消毒などの感染予防をしながら、元気に過ごしたいですね。

１１月 行事予定
１日（月） スモック通園
バス代・保護者会費徴収袋配布
４日（木） 諸費徴収袋配布
５日（金） 弁当日（自由弁当・お茶）
９日（火） 歯科検診（２回目）
１０日（水） 廃品回収
マナー教室（青組）
１１日（木） おひさまタイム
１６日（火） 避難訓練
１８日（木） ハッピータイム
体位測定
１９日（金） マラソン終了
誕生会
２６日（金） 発表会総練習

＜読書の秋＞
子どもの読書といえば主に絵本です。
絵本の世界に入り、想像力を働かせることで、
物事の不思議や知らなかったことがわかり、
楽しくなってきます。
読書の秋、子どもたちに絵本を読んでみま
せんか。上手に読んであげられないと思う方
もいるかもしれませんが、子どもにとって最も
身近な人が絵本を読んでくれるというだけで
嬉しいと思います。

秋の遠足に
行ってきました！
青・黄・桃組は「生駒山上遊園地」に行ってきました。バスの窓からカラフルな
乗り物が見えてくると、一気に子どもたちのわくわく感が高まりました。
集合写真を撮ったら各クラスに分かれて出発！おにぎりを食べたり、
乗り物を楽しんだりしました。他のクラスに出会うと「おーい！」と手を振って嬉し
そうでした。５種類の乗り物に乗り、大満足の１日でした。
赤組は吉野町「ピンクル広場」に行ってきました。楽しい遊具に大喜び！
滑り台を滑ったり、橋を渡ったり。可愛い動物の乗り物もあり、いっぱい楽しんで
きました。
緑・ひよこ組は「佐名伝公園」へ行ってきました。可愛い滑り台を滑ったり、芝生の
上を散策したり、ボールで遊んだりしました。遠くに見える電車にも興味津々でした。

あおぐみ

あかぐみ

ももぐみ

１歳になっていなくて遠
足に行けなかったお友
達は、園庭でお散歩を
楽しみました。

ひよこぐみ

きぐみ

みどりぐみ

あおぐみ

よねじま とうき（２１日）

きぐみ

とうべ なみき（１７日）

ももぐみ

よねじま はる（４日）
やまざき かいり（５日）

あかぐみ

うえだ しおん（１日）

おめでとう！！

おしらせ
◎今年は、１０月２５日よりマラソンを開始します。
期間は１１月１９日までです。楽しく走って体力
をつけましょう。
マラソンカードの○×の記入と印を忘れずに
お願いします。
◎気温が低くなってきましたので、預かっている
着替えを秋・冬物に入れ替えてあげてください。
◎降園時のお迎えの後は速やかにお帰りくださいま
すようお願いします。
塩素系の消毒剤で固定遊具の消毒を行っています
ので、触らないようにしてください。

☆令和４年度入所申し込みについて
令和４年度の保育所入所受付が始まります。
１１月１０日（水）から１２日（金）までです。大淀町役場
健康子ども課にて受け付けております。お心あたりの方が
いらっしゃいましたら教えてあげてくださいね。

大淀町立あおぞら保育所
保育所だより12月号
令和3年11月 日

あおぞら

もうすぐ発表会！

朝晩に冷え込みを感じるこのごろとなりました。園庭の木々も赤や
黄色に色づいた葉っぱを落とし冬に備えようとしています。でも子ども
たちは寒さなんてへっちゃらで元気に遊んでいます。毎日のマラソンも
楽しく頑張りました。
これからますます寒くなってきますが、元気に過ごせるように
したいですね。

12月

行事予定

あおぐみ

さかぐち みる（２日）

きぐみ

うえだ ゆきな（５日）
こめだ ゆうま（７日）
きだ そうすけ（１１日）
いぬい りさ（１９日）

ハロウィンパーティー♪

11月5日（金）園外保育

＊年明けは１月４日（火）が保育はじめ（各自送迎・弁当持参）です。
バス・給食は１月５日（水）から始まります。

10月22日（金）、奈良県交通安全母の会の方が来て下さり、
自転車安全教室がありました。青・黄組が参加し、
DVDや紙芝居を見せていただいたり、実際に歩いたり
自転車に乗ったりして交通ルールを教えていただきました。

発表会に向けて、それぞれのクラスで楽しみながら練習を
しています。感染症対策を行いながら、安心安全な発表会と
なりますように、ご理解・ご協力をお願いします。
寒さが増してきますので、体調を整えて元気に当日を迎えましょう！
＊１２月６日（月）は発表会の写真を撮りますので、ウエア・制服を着て
お休みしないできてください。

10月28日（木）ハロウィンパーティーをしました。それぞれに好きな
仮装をして、クラス毎にホールに集まりおやつをもらいました。
子どもたちは大喜びで、「トリックオアトリート！お菓子をくれないと
いたずらしちゃうぞ！」と言っておやつをもらっていました。
午後のおやつは、かわいいハロウィンカップケーキをいただきました。

１日（水） 制服通園
バス・保護者会費徴収袋配布
３日（金） 生活発表会
６日（月） 諸費徴収袋配布
発表会写真撮影
１０日（金） おひさまタイム
１７日（金） 体位測定
避難訓練
２０日（月） 誕生会
２１日（火） ハッピータイム
２２日（水） クリスマス会
２８日（火） 保育おわり

＜自転車安全教室＞

12月生まれのおともだち

青・黄組は電車とロープウェイで吉野山へでかけました。
電車に初めて乗るお友達もいて、乗る時からドキドキ。
吉野山では蔵王堂にお参りし、堂内も見せていただき、
大きな仏像に驚いていました。
桃・赤組は、通園バスで橿原神宮にでかけました。
お参りをした後、池のカモやドングリ拾いに大喜びでした。
どちらも良いお天気の中、秋の自然にふれながら
楽しい園外保育となりました。

元気なならっ子約束運動について（青・黄・桃組）
８月にも取り組んでいただきました「元気なならっ子運動」の第２回目を
１２月に行います。「はやね・はやおき・あさごはん」「あいさつ」「おてつだい」
などの約束を楽しんで取り組んでもらえたらと思います。１１月末にシートを
持って帰ってもらいますのでよろしくお願いします。
＊カードの提出は令和４年１月７日（金）までにお願いします。

＜ おしらせ＞
◎１２月１日（水）より制服通園です。
ウエアーの上に制服（緑組はスモック）を着用してください。
気温や体調に応じて長ズボンや上着で調節してください。
保育室は暖かいので、半ズボンを持たせてください。
スモックは月曜日にお預かりして、金曜日に持って帰ります。
◎年末年始は何かと忙しく、生活リズムも乱れがちになります。
できるだけ普段通りの生活を送りながら、この時期ならではの
体験ができるようにしたいですね。感染症予防を心がけ、健康に
過ごせるようにしましょう。

1月生まれのおともだち

保育所だより1月号
大淀町立あおぞら保育所
令和３年１２月２２日

あおぞら
今年も残すところわずかとなりました。木枯らしが吹く中でも、
子どもたちは園庭で元気に走りまわって遊んでいます。
これからますます寒くなります。様々な感染症に気を
つけながら年末・年始も元気に過ごしたいですね。

発表会ありがとうございました
先日の発表会では、様々な感染症対策を行う中でしたが、
子どもたちの成長やかわいい姿を見ていただくことができました。
ご理解・ご協力ありがとうございました。

１月の行事予定

あおぐみ

うらひがし りょうが（2日）
もりおか そう（23日）
きくもと ちはる（31日）

あかぐみ

きくもと たいせい（18日）
きくもと しゅんせい（18日）

みどりぐみ いまがわ とうり（11日）
たけがわ みこと（11日）

４日（火） 保育はじめ・バス運休
お弁当日（自由弁当・お茶）
５日（水） バス・保護者会費徴収袋配布
６日（木） おもちつき
７日（金） とんど
１１日（火） おひさまタイム
諸費徴収袋配布
１８日（火） マナー教室（青組）
２６日（水） 体位測定
ハッピータイム
２７日（木） 誕生会
２８日（金） 避難訓練

＜廃品回収延期のお知らせ＞
年間行事予定で1月7日（金）に予定しておりました廃品回収は、
2月に延期させていただきます。詳細は後日お知らせします。

＜おねがい＞

クリスマス会♪

マナー教室

キャンドルサービス♪

11月10日（水）マナー教室があり、青組さんが
お茶の出し方について教えていただきました。
挨拶の仕方、お茶やお菓子の出し方など、
招く側とお客さん役を交代しながらやってみました。
普段あまり使わない言葉を使う場面では、
恥ずかしそうな様子もありましたが、みんな上手に
できました。

12月22日（水）クリスマス会をしました。
今年は青・黄組、桃・赤・緑・ひよこ組、4月から新しく
入るお友達に分かれて行いました。
青組さんのキャンドルサービスがとてもきれいで、
どのクラスの子どもたちも見とれていました。
そしてサンタさん登場にドキドキ！ワクワク！
質問コーナーでは、サンタさんに色々なことを聞いて
みました。プレゼントももらい、大喜びの子どもたちでした。

◎１２月２９日（水）より１月３日（月）まではお休みになります。
◎１月６日（木）はおもちつきをします。青・黄・桃組は「バンダナ・マスク」の
用意をお願いします。爪を短く切っておいてください。
◎１月７日（金）は恒例の「とんど」を行います。新年の飾りや書初めなどが
ありましたら、当日の朝までに持たせてください。
◎これからますます寒さが厳しくなります。気温や体調に応じて、
ジャンパーや長ズボンで防寒・調節してあげてくださいね。ただ室内は
温かいので半ズボンを持たせてください。冬場の水分補給も大切です。
水筒を忘れず持たせてください。
「元気なならっ子お約束運動」について
「元気なならっ子お約束運動」へのご協力ありがとうございます。
シートの提出は1月7日（金）までとなっています。また、お約束シートの
内面にあるQRコードから保護者アンケートにもご協力お願いします。

ひよこぐみ

みどりぐみ

あおぐみ
今年も保育所運営にご理解ご協力いただき
ありがとうございました。来年もどうぞよろしく
お願いいたします。良いお年をお迎えください。

＜パンジーをいただきました＞
人権推進協議会より、きれいなパンジーを
いただきました。玄関前に植えてあります。

あかぐみ

ももぐみ

きぐみ

あ お ぞ ら
寒さがまた一段と増す季節となりました。肌に触れる冷たい風に
ほほや鼻を赤らめながら、子どもたちは元気いっぱいに遊んでいます。
この時期ならではの遊びや楽しみを見つけながら、今月も元気に過ご
したいと思います。

＜2月の行事予定＞

1月7日（金） 毎年恒例のとんどを行いました。お家から
持ってきていただいた正月飾りも一緒に焼きながら、
「今年も元気で過ごせますように」「早くコロナが退散しま
すように」と手を合わせてみんなでお願いしました。
その後、とんどの残り火で、前日にみんなでついたお餅を
焼いて食べました。

くぼた あいら（15日）

きぐみ

とくだ はるき（17日）

あかぐみ

なかじま りゅうしろう（1日）

あおぐみ

1月7日 とんど

バス代・保護者会費徴収袋配布
春を待つ集い
弁当日
諸費徴収袋配布
おひさまタイム
新入児説明会
マナー教室
体位測定
避難訓練
ハッピータイム
28日（月） 誕生会

＜お知らせ＞

青組は竹の棒にお餅を刺して自分で焼きました。
時々クルクルと回して上手に焼いていましたよ。自分で
焼いたお餅を「美味しい！」と喜んで食べていました。

きぐみ
ももぐみ
あかぐみ

雪が積もると寒さなんて忘れて、「ゆきや〜！」と
子どもたちは外へ飛び出していきます。あっという間に
溶けてしまいましたが、ふわふわ・カチコチ・べたべた
など、雪の様々な感触を楽しみながら遊んでいました。

ひよこぐみ
「つめた〜い！」
雪の日は手袋が必需品です！

あおぐみ

みどりぐみ なかうら はると（14日）

1日（火）
3日（木）
4日（金）
7日(月）
10日（木）
14日（月）
15日（火）
24日（木）
25日（金）

ゆきがつもったよ！

2月うまれのおともだち

大淀町立あおぞら保育所
保育所だより
令和4年1月24日

◎2月4日（金）はお弁当日です。
自由弁当とお茶を持ってきてください。
◎保育室内は暖かいですので、半ズボンを毎日持たせて
ください。
汗をかくと風邪をひきやすくなります。薄着の習慣を
つけましょう。
大人の枚数より1枚少な目が大体の目安となります。
気温や体調に応じて調節してくださいね。
◎新型コロナウイルス感染症の感染者が増えています。
検温・消毒・マスクの着用など、基本的な感染症対策を
しっかり行いながら過ごしましょう。

「ルールはなぜ守らないといけないの？」
家庭や社会では色々な約束事があります。「ルール
を守りなさい。」と言うだけでは、子どもは守れないことも
あります。なぜそのルールがあるのかということを
きちんと説明し、子どもが納得して守れるようにしていき
たいですね。

みどりぐみ
元気なならっこ約束運動へのご協力ありがとうございました。それぞれの
お家ならではの「やくそく」を考えて、子どもたちもよく頑張りましたね。
おやくそくシートと一緒に「賞状」を持って帰ってもらいますので、これからも
お家のお手伝いを続けてくれるようにいっぱい褒めて渡してあげてください。

あおぞら
寒さの中にも、少しずつ春の暖かい日差しが感じられるようになって
きました。園庭の木々の新芽が出てきたり、寒さに顔を引っ込めたり、
そんな日々を繰り返しながら少しずつ春に近づいていくのでしょうね。
今年度最後の保育所だよりとなりました。今年も新型コロナウイルス
感染症と共に過ごした1年でした。去年より1歩前に進めるように、少し
でも楽しいことができるようにと、工夫をしながら保育を行ってきました。
子どもたちはその中で毎日元気に過ごし、それぞれ大きく成長してくれ
ました。それも保護者の方々のご理解・ご協力あってのことと感謝して
います。ありがとうございました。

＜3月の行事予定＞
1日（火） バス代・保護者会費・諸費徴収袋配布
2日（水） ハッピータイム（食育指導）
3日（木） 青・黄組お別れ遠足（宇陀アニマルパーク）
お弁当日（青・黄・緑・ひよこ組 おにぎり・お茶）
4日（金） 桃・赤組お別れ遠足（宇陀アニマルパーク）
お弁当日（桃・赤組 おにぎり・お茶）
7日（月） 緑・ひよこ組お別れ遠足（佐名伝公園）
9日（水） マナー教室（青組）
11日（金） おひさまタイム
避難訓練
15日（火） お別れ遠足予備日
17日（木） 体位測定
18日（金） 誕生会
22日（火） お別れ会
25日（金） 卒園式
26日（土）〜31日（木） 各自送迎・弁当持参
＊遠足の詳細については別紙でお知らせします。
＊卒園式の詳細につきましても別紙でお知らせします。
＊4月1日（金）から4日（月）の期間も各自送迎・弁当持参と
なります。
＊令和4年度入学式は4月5日（火）の予定です。

3月うまれのおともだち

大淀町立あおぞら保育所
保育所だより3月号
令和4年2月24日

きぐみ

たこあげをしたよ！

ひがし ふうか（7日）
こにし まなみ（9日）

あかぐみ しもにし りん（14日）
よねじま はな（15日）

健民グランドや園庭で凧揚げをしました。自分で作った凧が
風を受けてとぶことが楽しくていっぱい走りました。風が出て
くると、凧が風に乗ってどんどん上がっていくことも楽しめました。
途中でココアをいただいて元気100倍！いっぱい凧揚げを楽しみ
ました。

☆途中入所のお友達
ひよこぐみ たつみ きみちか（4月5日）

あおぐみ 健民グランドにて

さあ走るよ〜！

あかぐみ

ももぐみ

＜おしらせ＞

ひよこ・みどりぐみ

◎3月の諸費・バス代・保護者会費徴収袋は1日にまとめて
配布します。年度末ですので、3月7日（月）までに納めてい
ただけますようよろしくお願いします。

おとうばん
がんばります！

ひよこ・緑組もかわいい凧を持って園庭を元気に
走ったり、外遊びを楽しみました。

◎3月26日（土）〜4月4日（月）までは、バス運休となります。
また給食もありませんので、各自送迎でお弁当お茶を持参し、
いつもの服装・持ち物で登園してください。
◎新年度は4月5日（火）が入園式です。5日のバスは旧コース
です。継続児は5日（火）から給食が始まります。6日（水）より
新コースのバス時刻表となります。5日配布のバスコース表を
確認し、遅れないようにお願いします。

青組の子どもたちが毎日頑張ってきた当番活動。2月から
少しずつ黄組のお友達に方法を伝え、一緒に活動しています。
どちらも嬉しそうで、黄組の子どもたちは自信も出てきました。
（朝の人数調べ・給食当番・降園時の呼び出し当番等）

◎調理師の新澤 明香里さんが2月28日をもって
退職されます。今までありがとうございました。
◎赤組担任の岡先生が、2月23日出産されました。
しばらくの間お休みされます。

◎年度末にお道具箱を持ち帰りますので、中身をチェックして
補充し、名前が消えていないか確認してください。新学期用品
にも名前を書いて、一緒に保管しておいてくださいね。

1年間保育所運営にご理解・ご協力いただきありがとうございました。
来年度もどうぞよろしくお願いいたします。

