２０２１・９月

園長 小林康子

夏休みとお盆休みが終了し、２学期が始まりました。
休み中感動いっぱいに過ごしたのでしょう。たくさんの思い出と
自信と期待を持ち、始業式は元気な笑顔に会うことができまし
た。２学期も子供たちにとってワクワクドキドキの行事や活動が
沢山あります。それを一つずつ味わい、楽しみ、心に受け止めな
がらステップアップしていってほしいと思います。
２学期に子どもたちに期待することは、“できる”ことを増やし
てほしいことです。特に幼稚園生活を自ら作り出す力を家庭と協

「順番だよ！」

力して伸ばしていきたいと考えています。
幼稚園は生活のすべてが学びの時間です。その学びの過程で子ど
もたちが、自らできることを増やし、さまざまな力が伸びるよう
に教育活動を進めていきたいと思います。子どもたちの瞳に日々
輝きが増すような毎日の生活になるよう２学期もご協力を宜し
くお願いいたします。
２０２１年度の園児募集について

「僕も出来るよ！満３歳」

●９月１日（水）より入園願書が配布されます。
●10 月１日（金）より入園願書受付が始まります。
９月のホームページに掲載しますのでご覧ください。

夏季保育「カプラ」の巻
夏季保育は 8 月 18・19 日に行われました。泥・絵具・スライ
ム・プール・片栗粉・寒天・カプラコーナーなどがありました。
その中でカプラの紹介をします。カプラは積み上げたり、組み立
てたりして遊ぶ積み木で、大勢でも一人でも遊べます。作るもの
はその人次第、同じ大きさの板を積み重ね、右脳と左脳を同時に

「集中!」

使い、集中力や創造力や考える力を高める遊びです。
大きい組さんは「どこから組み立てる？」とか「こうしたら早い
よ！」とか、もうプログラミング的思考で順序立てして作ってい
ました。失敗する→考える→再挑戦する→学ぶの繰り返しで面白
くて時間を忘れて行っていました。作ったものを崩すときのバシ
ャーンという音は小気味の良い音がして最後まで楽しめました。
感心したのは“後片付け”です。大きい組さんが積極的に行い
２０００ピースもあっと言う間に片づけることができました。毎
日の積み重ねの成果ですね。よく育っていますマル。

「どう組み立てようかな？」

今月の目標
◎個々や集団での運動遊びを楽しもう。
○運動会に向けて、個々や集団での力を発揮し、達成感を味わう。

学年の目標
年 長：仲間意識を持って自分の力を十分に発揮し運動や遊びに進んで取り組む。
年 中：友だちと関わりを広げながら体を動かして遊ぶ心地良さを味わう。
年 少：体をのびのびと動かして遊ぶ楽しさを知る。
アリス：満３歳児→体を動かして遊ぶことを楽しむ。
満２歳児→好きな遊びをじっくり楽しむ。
満１歳児→保育者と一緒に体を動かす事を楽しむ。

★９月の行事予定★

〈特記事項〉
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●８日(水)はアリス組に在園しているお子様が
対象となります。
●９日(木)は未就園児の親子が対象となってお
ります。時間は９時４５分から１１時半です。
※体験入園の予約受付は終了しました。

入園説明会（来年度入園児対象・午前中）

英語

体験入園（新）英（長）
９月生まれの誕生会

13

月

14

火

避難訓練

15

水

体力作り

16

木

英語

17

金

18

土

19

日

20

月

敬老の日

21

火

リハーサル①

22

水

23

木

24

金

25

土

26

日

27

月

28

火

29

水

30

木

英（少）

ティンク

体力作り（少）英（中）チクタク
英（長）

●入園説明会のご案内
●4 日(土)は１０時より、2022 年度の入園
説明会を行います。来年度入園を希望される
方は是非ご参加下さい。
（受付 9:45～）
※事前予約制となっております。
●入園説明会につきましては、まだ空きがあり
ますので、入園を考えている方がいらっしゃい
ましたらホームページよりご予約下さい。
●祖父母参観はコロナウイルス感染拡大防止の
為、全学年中止になりました。
●２１日(火)と２７日(月)は運動会のリハーサ
ルになります。今年度はリハーサル日全て給
食となりますのでよろしくお願い致します。
●今月は実習生の学生さんが来園が来ています
のでよろしくお願い致します。

秋分の日

リハーサル②
ティンク
体力作り（中）
英語

英（長）

【9 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

（園の定める火曜日

Welcome
アリス組 いのう ひかりちゃん

対象年齢：１.５歳～就園前）

☆ ９日（木）
「体験入園」
☆１５日（水）
「自由開放」
☆ティンクルームのご案内☆
対象年齢：０～1.5 歳）

☆１４日（火）
「自由開放」
☆２８日（火）
「自由開放」
人数把握の為、事前の予約をお願いします。

園をのぞいてみよう！
夏期保育
夏休みが明ける前の慣らし保育として夏休み終盤の２日間、夏期保育が行われました☆
感触遊び・水遊び・泡・絵画・プール・カプラと室内と外にコーナーを設けて子ども達が思い切り遊べ
るような環境を準備しました！１号さんは久しぶりの登園となりましたが、降園するまでにはすっかり
笑顔になって帰っていきました。始業式前に一つ夏休みの楽しい思い出ができたね

☆始業式☆
８月 23 日は始業式でした。いよいよ２学期のスタートです。
子ども達は夏休みの思い出をお土産に持って元気に登園してきてくれました☆
始業式では園長先生から４つの力目の力・耳の力・口の力・手の力を育て守りましょう！とお
話がありました。２学期は運動会もあり色々な事にチャレンジする機会が増える時期！職員一
同子ども達のやりたい思いに目を向けてサポートしていきたいと思います
今回の運動会のテーマは「西遊記！！」先生達から西遊記のお話の劇がありました☆

！！運動会配役決定！！

西遊記配役：蓮の花＝キング組
岩・きんとうん＝年少
沙悟浄・猪八戒＝年中
悟空・三蔵法師・金閣銀閣・羅刹女＝年長

食育コラム

例年にない高温が続いて順調に赤く熟したミニトマト、そこに長雨。実が詰まったミニトマトは、さら
に水分を吸い込んで耐え切れずに破裂、残念な結果となりました。一方、高温でげんなりしていた青し
その葉はぐんぐん伸びて生い茂り、クリーム色の茗荷の花が開き始めました。バジルの葉も元気に育っ
ています。秋の味覚が楽しみです。
今年のお盆は来客もなく、外出も憚れるので、家でひっそりと過ごしました。あじさいの剪定、草取
り、きゅうりの収穫。久々にからだを動かすことができ、あじさいや草も短くなってすっきりした景観
となり、ストレスも解消。きゅうりもたくさん収穫できて、上々のお盆休みでした。
きゅうりは表面がイボイボの白っぽいものです。調べてみると、本葉が４枚付いた頃から実がなるの
で「四葉きゅうり」と言うのだそうです。水洗いする際にイボイボが手のひらにあたって痛いほどです
が、浅漬けにすると皮は軟らかく、ポリポリとした心地よい歯ごたえです。ちょっと苦味があります。
苗は 1 株 84 円、1 株で 30 本以上のきゅうりが収穫できていますので、コスパはかなり良いです。せ
っかくなので、収穫したきゅうりでピクルスを作ることにしました。ピクルスは本格的に乳酸発酵させ
て作るものもありますが、我が家は酢を使った即席ピクルスです。材料は【きゅうり 2 本、玉ねぎ中玉
1/4 個、にんじん 2cm、にんにく 1 片、粒コショウ（つぶして）3 個、ローリエ 1 枚、米酢 100cc、
水 120cc、砂糖大さじ 3、塩小さじ 1/2 強】。甘いピクルスが好みなら砂糖を多めに。きゅうりは 2cm
の輪切り、玉ねぎはくし形、にんじんは 5mm の輪切り、にんにくは薄切りにします。鍋にきゅうり以
外の材料を入れて火にかけ沸騰後 1 分間、きゅうりを加えてさらに 2 分間煮ます。火を止めて粗熱が取
れたらジップロックに入れ空気を抜いて冷やします。半日で食べごろに。10 日位で食べ切ってくださ
い。パプリカやレンコン、白菜でも美味しくできます。
「たまに手づくり」も良いものです。
会津大学短期大学部

鈴木秀子

●改装工事のお知らせ●

９月１より年少組トイレ改装工事が始まります。工事期間が９月１日～１０月１５日までとなります。
その期間工事の為チルチル組のお部屋が使えなくなりますのでご了承ください。
登園・降園は今まで通り玄関先での受け渡しになりますので宜しくお願い致します。この期間子ども達
にとっては少し環境が変わってしまいますが、こちらも配慮しながら安心して過ごしていけるよう務め
ていきたいと思います。年少さんのトイレが１０月１５日リニューアルされますので楽しみにお待ち頂
ければと思います。

●訂正のお知らせ●
●年度初めに配布しました年間計画表の訂正が２か所ありますのでお知らせ致します。
・10 月 11 日(月)体育の日と記載してありましたが、その日は祝日ではなく平日となります。
・運動会振替休日が 10 月 12 日(火)と記載してありましたが、10 月 11(月)が運動会振替休日となりま
す。

２０２１年夕涼み会アンケート
【回答９１名】
・記述式のアンケートはご意見を抜粋させて頂きますので、ご了承下さい。

１、学年ごとの開催はどうでしたか？
●良かった ７８名

●まあまあ良かった １１名

●あまり良くなかった ２名 ●悪かった ０名

２、お買い物の時間の長さはどうでしたか？
●ちょうど良かった ７５名 ●まあまあ良かった １２名 ●あまり良くなかった １名
●時間を持て余した ３名
３、年少・アリス組の盆踊りはいかがでしたか？
・かなりの猛暑で熱中症の心配がありましたが室内に切り替わり、安心致しました。親がいることもあって張り
切ってやる子と甘えて実力を出し切れない子と様々でその姿がとても微笑ましく楽しく拝見いたしました。
本番まで仕上げてきた先生方がとても素晴らしかったと思います！また夕涼みの準備に携わった方々に感謝申
し上げます！ありがとうございました。
・本番では緊張していたのか固まっていましたが、楽しんでくれて良かったです。
・年少さんはしっかり踊っている様子を見て、さすが！と思いました。アリス組は、周りを回っているだけでし
たが、盆踊りの気分だけでも味わえたなら嬉しいです。
・学年別での盆踊りで助かりました。子供の踊りや表情がよく見れて撮影もできて良かった。
・一緒に踊る事はできないので、見て楽しむことができました。飽きてしまい不機嫌になった時に、自由登園と
は知っていましたが、途中で帰っても良いか分からず迷ってしまったので、事前に低年齢児の参加について案内
があると良かったと思います。
・産まれて初めて盆踊りをしてる所を見ました。歌ってる方が歌詞を変えて歌ってくださったので余計感動しま
した！
４、年中組の盆踊りはいかがでしたか？
・去年よりもちゃんと踊れていて、成長が感じられた。
・去年に引き続きコロナ対策もあり学年別という事で、ゆっくり踊る姿やお友達との日頃の接し方をしっかり見
れて良かったとも思います。
・相当楽しみだったようで、テンションＭＡＸでした。去年より成長していました！ありがとうございました！
・元気に踊る子ども達を見ることができて良かったです。もう少し間隔をあけて、グルグル回ってくれると、尚
見やすいかなと思います。コロナ禍の中、今年も夕涼みを開催してくださり、ありがとうございました！
・時間も長すぎずちょうどいいと思います。
・お友達と先生と一緒に、たどたどしいながらも楽しんで踊っている様子に感動しました。開催していただけて
本当に嬉しいです。ありがとうございました。
５、年長組の盆踊りはいかがでしたか？
・みんなとても元気に踊っていて楽しそうでよかったです。上手に踊る姿を見て、成長を感じさせられました。
・子ども達が楽しそうに踊っていたのでこちらも見ていて楽しかった。学年毎の開催だったので踊るのも太鼓を
叩くのも良く見られて嬉しかったです。

・さすが、年長さん！みんな楽しく踊ってる姿がまぶしかったです！太鼓も上手にできました！
・年長さんは踊ったり太鼓を叩いたり、メリハリがあって良かったと思います。昨年のクワガタ音頭や右肩上が
り音頭のように、コミカルな踊りがひとつあると盛り上がりますね。
・みんな楽しそうに、ハツラツとした笑顔で踊ったり太鼓を叩いていて、見ている側もとてもいい気持ちになり
ました。
その他ご意見がありましたらお聞かせ下さい。
・光るおもちゃ、とても気に入って毎日回して楽しんでいます！いいおもちゃを見つけて下さったなと思いまし
た。
・太鼓を叩く向きを事前に教えていただけたので、どこで見るか悩まずに済んで良かった。
・子ども達の始めの言葉・終わりの言葉の時が、ジャック組だけ場所を移動しなければ見られなかったのでそこ
だけ気になりました。
・暑くて心配でしたが、急遽ちびっこ広場での開催になりとても良かったです。先生方、急遽場所を変えたりご
苦労様でした。少し待っている間だけでも子どもが真っ赤になってたくらいでしたので良い判断だったと思い
ました。ありがとうございました。
・素敵なおもちゃくじ、冷えたジュースのおかげでとても盛り上がり最後の花火では沢山の歓声と笑顔が見れま
した。先生方・PTA の方々に感謝致します。本当にありがとうございました。
・学年入り混じっての夕涼み会も楽しかったですが、学年分かれて、色々余裕持って臨める夕涼み会もとても楽
しいです。

アンケートのご協力ありがとうございました。

今年度も学年別の夕涼み会となりましたが、子ども達が楽しめるようにと総務さんからドリンク！厚生部さ
んからは光るおもちゃ・くじ！また夜は花火と今年も思い出に残る楽しい夕涼み会になりました。学年別の
方が見やすいという意見も今年度も多く頂きましたので頂いたアンケートを参考にしながら来年につなげ
ていきたいと思います。今回もまた制限がある中でご不便お掛けしましたが、ご理解・ご協力頂いた皆様に
心より感謝致します。当日お手伝い頂いた総務・おやじ部の方々ご協力誠にありがとうございました。
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認定こども園 榎の木

プール遊びやどろんこ遊び、虫採りなど、夏ならではの遊びを満喫している子どもたち。たくさん体を動
かした後は、モリモリご飯を食べて、しっかりと睡眠をとりましょう。夏休みも終わり元気いっぱいの子
どもたちに会えてうれしいです。

アデノウィルス

夏によくかかる、ウイルス性の夏かぜの一種です。
①咳・のどの痛み・37.0～38.0℃以上の高熱を繰り返す夜に寝れないくらい咳
き込み。のどが痛いため食事を取りたがらない。
39.0℃以上の熱が1日ありその後微熱が続く。
②目の充血・目やに 結膜炎を起こしてしまう。
③腹痛・嘔吐・下痢

家庭での処置

1日何回も下痢をしてしまう。

高熱が出るため、脱水症状や熱性けいれんを起こすこともあります。熱性けいれんの既往がなければ解熱剤で一時的に熱を下げてもよいで
しょう。水分補給をしっかりと取ることが大切です。嘔吐が見られたり、下痢が頻回だったり・食欲が著しく家低下しているようなら、点
滴のできる医療機関を速やかに受診しましょう。高熱が続く時は脱水状態を起こしている可能性があります。のどの痛み等で食事が思うよ
うに取れない時はのど越しの良い好きなものから取りましょう。下痢をしていない場合はアイスクリームなんかも高カロリーなのでおすす
めです。咳が酷く寝れない時は上半身を高くしてあげると楽になることがあります。小さいお子様はチャイルドシート等を部屋に持ってき
て使用するといいですよ。それでも良くならない時には医療機関に相談しましょう。感染力はそれほど強くなく、１～４日で熱は治まりま
す。ただ下痢だけが続く場合があります通常の食事をしても下痢をしなくなるまで休養を取りましょう。下痢してしまってオムツかぶれが

アデノウィルス

悪化してしまいます出来れば排便のたびに温水で洗ってあげましょう。ママレモンの容器を使用すると便利です。入浴時には石鹼は使用し
ない方が刺激になりません。お盆休みで医療機関も休みになっていることと思います。大変だと思いますがママの体調も十分気を付けて乗
り切りましょう。

RSウイルス感染症が流行しています。RSウイルスは身近なウイルスで、免疫のある大人にはごく軽い風邪ですが、初め
てかかる子ども、特に6か月未満の赤ちゃんでは症状が重くなります。家族全員で予防しましょう。

うんちは健康のバロメーター
毎日うんちをすることは、とても大切です。排便のリズム
は人によって様々ですが、定期的に排便できるように、規
則正しい生活を心がけましょう。
よいうんちを出すために
・朝ご飯は、毎日きちんと食べましょう。
・野菜で食物繊維をしっかりとりましょう。
・水分をたくさんとりましょう。
・運動をして、腸の動きを促しましょう。

バナナうんち

コロコロうんち

水っぽいうんち

黄色がかった茶色
で、においの少ない
健康的なうんち

水分・野菜不足、運
動不足で便秘気味

食べ過ぎ、冷たい物
の飲み過ぎ、体調不
良

うんちの色に注意！
赤みの強いうんちや黒みの強いうんちは出血の可能性がありま
す。うんちの色も毎日チェックしましょう。

下痢をした時は…
便の状態を確認します。色、固さ、血
液が混じっていないかなどをチェッ
クし、受診する時に説明できるように
します。便の写真を撮り、医師に診て
もらうのもよいでしょう。

下痢の時の食べ物
おかゆ、うどん、野菜スープ、バ
ナナ、りんごのすりおろしなどが
適しています。生野菜や、柑橘系
の果物、バターの多いパン、油っ
こい物、消化の悪い物は避けまし
ょう。夏野菜と言われるスイカ・
きゅうり・トマトは水分が多く体
を冷やしてしまいます。食べさせ
る際は一度火を通すといいでし
ょう。
子どもは胃腸が未熟なので、よく下痢になります。ノ
ロウイルスやロタウイルスを伴う下痢は、周囲への感
染を防ぐため、迅速に処理しましょう。

