子育て支援通信 〈 第２７号 〉 園だより

６月行事予定
４日(火) 虫歯予防デー

1 日(月)

プール開き

４日(火) 5 歳児保護者会

４日(火)

絵画造形教室

６日(木)

Ｃｏｎｔｅｎｔｓ

梅雨入り宣言がされた途端、雨が全く降らない梅雨の時を迎えました。
全国的に今年の梅雨期は雨量が少なく、田んぼも枯れている地方もありました。
食物にも大きな被害がでています。今年の夏の電力不足も懸念されますね。

Ｐ１ ごあいさつ
Ｐ２今月の行事予定
来月の行事予定
Ｐ２お誕生児紹介

Ｐ４保健だより

春の定期歯科検診

(原田弘美先生来訪)

１２日(水)

じゃがいも収穫祭

１７日(水)

７月生誕生祝会

１９日(水)

６月生誕生祝会

１８日(木)

絵画造形教室

２８日(火)

地震・火災時避難訓練

(原田弘美先生来訪)

※ Ｅｎｇｌｉｓｈであそぼうは

ピノ保育園の芝生も、畑も草花も様々な虫たちも、本当に困っています。台風や洪水も困ります
が、水不足はもっと深刻ですね。
一日の気温の寒暖の差も激しく、蒸し暑く、半袖を着たら良いのか、長袖が良いのか、迷う日々

２０日(土)

和太鼓向島游神太鼓

すいか組めろん組で

サマーフェスティバル

おこなっています。

ＰＭ４：００～

※ ６月 3 日(月)～すいか組の

ですね。体調も崩しやすく、下痢嘔吐など様々な感染症も流行りやすい時期ですので、皆様十分

27 日(土)

地震・火災時避難訓練

保育参加がはじまりました。

ご注意ください。ちなみにピノ保育園では時期はずれな「流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)」の流行

Ｐ３今月のお知らせ

７月行事予定

の兆しがありますので、感染防止に十分配慮していきます。皆様のご協力もよろしくお願いしま

おたんじょうび

す。耳下腺炎については次ページの保健だよりにも掲載させていただきましたので、お読みくだ
さい。

Ｐ４給食だより
ピノ保育園
連絡先

さて、新年度になり３か月が経ちました。先日の組別保護者会では皆様お一人お一人の温かい
お声に励まされ、勇気を頂きました。職員一同子ども達に寄り添い、
「いきいきわくわく」な
あそびの体験を沢山取り入れていきたいと思います。今後とも応援よろしくお願いします。
６月に入り、お子さんたちのあそび、生活する姿は一人ひとりとても落ち着いて、好きなあそび
を楽しんでいます。一方で自分が出せるようになり、わがままも沢山でてきています。子ども達
同士でぶつかりあいトラブルも見られるようになりました。よく観ているとそれぞれの年齢なり
に、子どもは自分で結論をだしています。考えあったり、遊ぶ方法も知恵もついてきています。
年齢によっては言葉より早く噛みつきなどの危害を加えるときもありますので、怪我とその対応

みどりの芝生はだしであそぼ

には十分配慮しながら、より、自分が発揮できるように自分から遊びを選択し、展開していける
ように、遊びの内容あそびの環境も更に充実させていきたいと思います。
自分らしさをだす・・・とても大切なことですが、間違うと集団生活の中で人の話を聞いていら
れなかったり、相手の事を考えず、人の嫌がることをするお子さんもいます。子育てに正解はあ
りませんが、間違ってはいけないことは「わがままを容認すこと」です。お子さんの話や行動を

毎月第三水曜日の予定で全園児がホールに集い

１歳になりました

誕生児をお祝いします。集会では歌をうたったり
職員の出し物を観たり楽しいひと時を過ごします。
誕生会での出し物は職員が工夫を凝らし、
良い文化

。

１歳になりました
２歳になりました

を伝える機会にします。ご本人の誕生日当日は
「おたんじょうびおめでとう ぞうくんのさんぽ」
の本をメーセージ付きでプレゼントさせて頂きま
す。クラスでは一ヶ月間お誕生カードを飾ります。
誕生祝会は栄養士さん手づくりの特別献立とおや
つにケーキが各クラス毎に届けられます

１歳になりました

２歳になりました
２歳になりました
２歳になりました
３歳になりました
３歳になりました
５歳になりました

十分聞いて、対応しているようで「わがまま」を通していることもないでしょうか。

５歳になりました

公共の物は大切に使うこと、おもちゃの使い方やあそびには順番を待つなどルールがあることも

５歳になりました

子ども達が主体的に遊ぶ中で獲得させていきます。

５歳になりました

子どものあそぶ環境にこだわり、芝生の園庭のすぐ隣に二年越しの三輪車であそべる公園を準

５歳になりました

備していましたが、まもなく完成します。芝生で裸足で元気よく走り廻る楽しさと、また違った

もも組
もも組
もも組
いちご組
いちご組
いちご組
いちご組
みかん組
みかん組
めろん組
めろん組
めろん組
めろん組
めろん組

あそびも体験させていきます。オープンセレモニーをお楽しみにお待ちください。
園長

菊 地 紀 子

木登りだいすき

ピノ保育園の『子育て支援通信 ピノ＆アチェロ 園だより』の名前の由来「ピノ」は園舎が建つ前が巨峰畑

集会の参加がとても上手になりました。

でしたので、葡萄の種類から「ピノ・ノワール」 Ｐｉｎｏｔ Ｎｏｉｒ (フランス語)から名付けられました。

Ｐ１

「アチェロ」は園庭の木登りのできる樹木が「もみじ」ですので、「アチェロ」(イタリア語)と名付けました。
ピノ保育園の特徴的なものから名付けましたので、これから園だよりお楽しみに活用してください。

Ｐ２

インタビューにもはっきりこたえます

み ずたに ゆな

水谷由奈さん
すぎもとかむ い

杉本龍威さん
たかはし

あきら

高橋

晶 さん

おおくまそ ら

大熊颯良さん
こばやしたいせい

小林大聖さん
ぬ またし んと

沼田慎士さん
はしかわそう た

橋川宗太さん
ひ きち

しゅん

曵地

駿 さん

いしかわゆい な

石川結愛さん
なかむら ま

ゆ

中村真優さん
か と う なお と

加藤直翔さん
きたじま か ん た

北島幹大さん
き たじま めい

北島芽依さん
たに

こ うき

谷 弘喜さん

８日
９日
１３日
５日
１０日
１５日
２４日
１４日
３０日
１日
１８日
２７日
２７日
２７日

毎月身体計測を行い、健康カードに記入します。

保健だより

お 知 ら

カードは後日保護者にお渡ししますので、確認印を
押印し、速やかに戻してください。

せ
◆春期歯科検診を行いました。
◆全クラスの組別保護者会が終わりました。ご協力ありがとうございました。

６月６日(木)９時から嘱託医の小島先生が来園し、園児の歯科検診を実施しました。

お忙しい中殆ど全員の方にご参加頂き、クラス別の保護者会が開催されました。

検診の結果は０歳児～３歳児までう歯(虫歯)はありませんでした。すごいですね。４歳児、5 歳児に何名か

全クラス共通で

①クラスの子ども達の様子

う歯(虫歯)のお子さんがいましたが、全体的には少なく、保護者の皆様の努力の結果です。これからも夜寝る前

②クラスの年間保育目標

歯磨きを励行し、虫歯のないきれいで丈夫な歯を保たせてください。

③年齢ごとの発達の姿

検査の結果は健康カードに記録しましたが、

④保護者の皆様からお子さんの紹介、一言を頂きました。

虫歯の本数や要観察歯等は主治医によって異なりますので

⑤園長からクラスの様子と保育園のねらいのお話

それぞれの主治医とご相談ください。

◆蟯虫卵検査(ピンテープ)を行いました。

⑥親子でふれあい遊び等
保護者の皆様から、
「お子さんたちが登園時最初は泣いてとても心配したが、今では保育園を楽しみに元気

結果はプールあそび前にはでると思いますので、

に登園しているので、嬉しくなります。
」
「噛みつきやけんかがあるけれど、先生たちが見守って対処してくれ

届き次第お知らせします。プール遊びの否可も

るので、安心です。お互い様だから、みんなで声掛け会いましょう」「わが子が成長していく姿を観て、先生

ありますが、蟯虫がいると落ち着きのない行動を

たちの大変さがわかり、感謝の気持ちがいっぱいです。」
「鉄棒もあればいいな」など等皆様の一声一声が心に

します。正しい摂り方をしないと正確に検査できない場合も

染み入り、励まされることが沢山ありました。本当に保護者の皆様に支えられていることを実感した保護者会

あります。

でした。ありがとうございます。
お子さんの健やかな発達、成長を考えた時、私たちは保育者は子ども自身の立場にたっての発言だったり、

◆流行性耳下腺炎(おたふく風邪)が幼児組を中心に流行し始めています。
腫れたり、痛がったりしたら流行を防ぐために早めの受診をお願いします。
症状

お母さん、お父さんにとって耳の痛い発言もしていきます。

ムンプスウィルスの飛沫感染(ひまつかんせん)により耳下腺炎や顎下腺炎を起こすため、顔がおたふ

ただ、保護者の方が「育児が楽しい」
「子どもを育てることに充実を感じる」
「親として成長して

くのように腫れるため「おたふくかぜ」とも呼ばれています。両側の唾液腺が腫れ、発熱や疲れ、だ

いく実感」をしてもらうのが、保育者の仕事だと思っています。そのことを実現できる保育現場を今後も

るさなどの全身症状が強く現れます。片方だけの耳下腺が腫れたり、顎下線だけが腫れることもあり

求め続けていきます。これからも一緒に子育て楽しみましょう。

ます。一見歯痛と間違えることもありますが、現在複数のお子さんが感染しています。

◆お待たせしました。フルーツロードに三輪車であそべるゾーンがオープンします。

すぐに受診

オープンに先立ち、ネーミングを募集します。ご応募ください。！！

症状がみられたら、直ぐに受診してください。 耳下腺が腫れる１週間から発病後１０日位が感染させ

皆様にお約束しておきながら、二年越しで漸くフルーツロードの一角に三輪車であそべる公園(ゾーン)が

やすい時期です。症状がでない不顕性感染でもウィルスの排出があるため、他人に移す可能性があります。

完成しました。完成時は皆さんと一緒にお祝いしたいと思いますので、近日中に詳細をお知らせしますので、

発熱してから５日以上高熱が続く時は、合併症を起こしている可能性もあるので、再受診しましょう。耳下

お楽しみにお待ちください。ネーミングの応募用紙もご用意します。

腺の腫れがなくなるまではウイルスを排出し、他人に移す可能性があるので、登園は禁止です。
お家の中でおとなしくしていましょう。
登園はいつ？
腫れがひいたら、再受診し、
「登園許可証明書」を保育園に提出してください。

◆７月２０日(土)ＰＭ４：００～サマーフェステバルです。今年は和太鼓 向島游神太鼓をお迎えして
夏祭りを盛り上げます。当日お手伝いをしてくださるお父さん、お母さんを募集します。！！
昨年まで七夕サマーフェステバルで、七夕の頃は雨天が多いので、今年は日程を７月後半にずらしてみまし

◆小松菜の収穫やじゃがいもの収穫をします。

た。今年はぜひ晴天を祈っています。夏真っ盛りの頃ですので、かき氷屋さんはどうか等内容も工夫してい
る所です。ぜひご協力をお願いします。

小松菜の収穫を４歳児５歳児が行い、年長組の子ども達がきれいに洗って

給食だより

子育て支援通信「ピノ＆アチェロ」平成２５年６月号

Ｐ３

発行日 ： 平成２５年６月１２日(水)

園からのメッセージ・毎月の行事・お誕生児紹介

発行所 ： 社会福祉法人大樹会ピノ保育園

クラスメッセージ・子育てワンポイント・看護師から

住 所 ：

給食便り等保育情報をお知らせしていきます。

伊奈町小室字丸山１－２７－２

ＴＥＬ ： ０４８－７２０－４１５２

厨房に運び、お給食にだしていただきました。
今年は雨量が少なく、ジャガイモの育ちがいまいちでしたので、日程を延期しまし
た。こどもたちと収穫をたのしみ、ふかしいもにして、自分で皮をむいたりして味
あわせる予定です。こどもたちは畑の草取もできます。

Ｐ４

◆保育参加の際に給食を提供します。
試食会を兼ねますので、感想をお聞かせください。

ＦＡＸ ： ０４８－８１２－４５０９

◆

