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9 月に入ってもまだまだ酷暑の続く毎日です。
朝夕は若干気温が低くなり、初秋の訪れを感じさせられる一瞬もありますが、今年は

Ｐ１ ごあいさつ

本当に異常気象でした。ゲリラ豪雨や外国のニュースで見られるような竜巻等日本中
いたる所でかってない災害にみまわれています。気象庁でも「経験したことのない
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ような災害」という表現がなされています。幸いに保育園近隣は大きな災害もなく
安心できますが、被災地の皆様の一日も早い復興を願っています。
今夏のあまりの暑さと気圧の変化も著しく目まぐるしい気象状況の為、風邪をひき、
発熱や喘息様の咳をするお子さんや保護者の方も観られます。健康管理には十分ご注
意ください。
さて、７～8 月の３０℃～3６℃というかってない気温の中、子ども達にとって水遊

９月行事予定
２日(月)大規模地震時
避難訓練
１ ０ 日 ( 火 ) 民 生児 童 委員 さ ん見 学
１１日(水) 敬老の日の集い
１２日(木) 絵画造形教室(原田先生)
１８日(水) ９月生まれ誕生祝会
１９日(木) ファミリースポーツディ
総練習(１回目)

１０月行事予定
６日(日)ファミリースポーツディ
(雨天時 13 日)
１０日(木)絵画造形教室(原田先生)
１６日(水)１０月生誕生祝会
１７日(木)サロン交流
(地域の高齢者の方々と交流)
２２日(火)５歳児園外保育
２３日(水)４歳児園外保育

２６日(木)ファミリースポーツディ
総練習(２回目)
※気温によりプール水あそび延期
※０歳児個人面談開始
※３・４歳児保育参加開始
※保育実習生入る(２校２名)

２４日(木)３歳児お弁当持ち遠足
25 日(金)ファミリーウィンズ和コンサート
※保育実習生入る(１校１名)

びは本当に大好きな活動でした。0 歳児のもも組さんは一人ひとりのタライで、1 歳
児は少し大きなプールで、2 歳児は園庭に設置したプールで、3・4・5 歳児は 2 階の

ピノ保育園

大きなプールで元気よく楽しみました。昨年より雨天の日は少なく経験が多い分「顔

連絡先

に水がかかっても平気、水に顔をつけられる、体を浮かせられる、泳げる」等沢山の

おたんじょう

成果が見られました。夏に培われた体力はスポーツの秋にふさわしく、様々な運動あ
そびに連なっていけると思います。ファミリースポーツディも楽しみですね。
また今年の夏は初めて年長組さんが白岡市にある「ソラティア」という高齢者向け住
宅とディサービスを行っている施設から「ソラティア祭りの時、ぜひソーラン節を踊っ
みどりの芝生はだしであそぼ

毎月第三水曜日の予定で全園児がホールに集い

て欲しい」と依頼されて巡業に行って、大喝采を浴び、子ども達も高齢者の方々を触れ

誕生児をお祝いします。集会では歌をうたったり

合いながら楽しい経験をしてきました。今まで当法人の大樹会の施設「こむろん家・パ

職員の出し物を観たり楽しいひと時を過ごします。

インピア・ぽっかっぽか」等の高齢者の方々との交流はしていましたが、他の施設とは

誕生会での出し物は職員が工夫を凝らし、
良い文化

初体験で子ども達の自信にもつながったようです。楽しかった様子は「お礼のお手紙」

を伝える機会にします。ご本人の誕生日当日は

にも表れています。お届けする前に玄関に掲示していますので、ご覧ください。

「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
１歳になりました
１歳になりました
２歳になりました
４歳になりました
4 歳になりました
。
4 歳になりました
５歳になりました
５歳になりました
6 歳になりました

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
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

もも組
もも組
もも組
いちご組
ぱいん組
ぱいん組
ぱいん組
めろん組
めろん組
すいか組

おりはらゆうと

折原悠斗さん
あさくらゆう じん

浅倉柚仁さん
の な か は づき

野中䈎月さん
みやもと あ

す

み

宮本明日美さん
こはらざわるいと

小原澤瑠斗さん
しらいしあいる

白石葵琉さん
たかはし

高橋

かなめ

要 さん

い と う さい ら

伊藤彩空さん
ほ しのゆ うな

星野優奈さん
ほ そ だ ゆう ま

細田優真さん

９日
２０日
２９日
１７日
２日
８日
２８日
１４日
１６日
２３日

保育園からのおたより読んでくださいね。

お知らせ

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

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。

◆敬老の日の集い～おじいちゃん

おばあちゃん

ようこそ

９月１１日(水)敬老の日の集いを行います。今年は園児定数も多くなりましたので
なんと参加者は６７名のご希望がありました。
子ども達は今から「自分たちのクラスの発表」を考えたり
楽しみに準備をしています。にぎやかな会になると思います。
お孫さんの成長を一緒にお楽しみください。また、おじいちゃん、おばあちゃんの
いないお子さんもいますが、いなくても寂しくならないような交流の会にしたいと
思いますので、ご協力よろしくお願いします。

◆スズメバチに注意
今年の猛暑の影響で、全国的にスズメバチ等、蜂が大量に発生しているとのことです。ピノ保育園でも
先月アシナガバチが園舎の屋根のほうに巣を作っていましたので、業者に退治していただきましたが、
塀の付近にも巣作りをしているのを発見、直ちに処理しました。秋のハチはより攻撃性が強いので、
子どもたちが刺されては大変ですので、早期発見し、注意していきたいと思います。
子どもたちは、いつもハチや虫を発見した時、
「エンチョウセンセ～イ、タイへ～ン ハチ、ハチ！！」と
大騒ぎで大声で走って事務所に知らせに来ていましたので、子どもたちにはハチは攻撃性が強いので、
ハチをみつけたら、

①大声をださない。
②おいはらわない

◆芝生の上は涼しい？

③静かにハチのそばを離れる

緑の芝生の園庭と土の園庭とどの位気温差があるのか

④走らない

埼玉県(みどりの再生課)が調査をすることになり、ピノ保育園が

・・・そして、先生に知らせてと教えています。

今後も引き続き注意をしていきます。皆さんも登降園時発見したら、お知らせください。

選ばれました。園庭と裏の土の上に機械を設置して、約２週間
測定をしました。この調査の結果は後日届きますので、

◆発熱、咳、鼻水の風邪が観られます。

届きましたらお知らせします。子ども達が毎日遊ぶ場所が夏は

夏の疲れが出てきている頃です。急な発熱や、咳こみをする子、鼻水、咳こみながら嘔吐などの風邪が流行

涼しく、冬は暖かという結果がでそうです。良い結果が

の兆しです。咳が続く場合は早めの受診をお願いします。

出ることを予測して、埼玉県では緑化を進めていくそうです。

◆ファミリースポーツディ１０月６日です。お楽しみに
今年も子ども達が楽しみにしているファミリースポーツディが近づいてきました。
日曜日ですので、普段お子さんの様子がみられないご家族の方々もどうぞおいでください。
どのクラスも親子で競技に参加して、お子さんの成長を共に喜び合う機会にしたいと思います。
幼児組で取り組んでいる活動に「リズムあそび」があります。最近の子どもは筋力が弱まり、体がとても

◆登園時、降園時サンダル履でくる場合は必ず、運動靴もご用意ください。
サンダル履きで登園するお子さんがいますが、フルーツロード等や、園外散歩にでる機会も多く
なってきますので、必ず、運動靴もご用意ください。また、車から抱っこできて、靴を置いていくのを
忘れる方も時折みられますので、ご注意ください。

硬くなっています。硬くなっている体を解きほぐし、柔軟な体を形成し、リズミカルに動く楽しさを体験
させていますが、表現発表の場として幼児組では「荒馬踊り」に取り組んでいます。

◆お月見を楽しんでみませんか

荒馬踊りは東北地方に沢山ある駒踊りの一つで青森県今別町に伝わる荒馬を基に舞台化した踊りです。

今年の中秋の名月は９月１９日です。日本のお月見は秋の収穫を祝う収穫祭の

ラッセラー、ラッセラーという掛け声で働き者の馬が大地を踏みしめて軽快に飛び跳ねながら踊ります。

意味も込められていて、芋名月ともいわれています。

ピノ保育園の芝生の園庭を元気に駆け回る子ども達をみていて、ぴったりの踊りと考えました。昨年から

給食だより

子ども達とお団子を作ってお月見を楽しみたいと思います。

取り入れた踊りですので、まだまだ完成までは時間がかかりますが、年少の子ども達が年長組になったら

夜にお家でも満月が見られるとよいですね。

荒馬を踊りたいという憧れの存在になればよいと思っています。今年はどんな踊りを見せてくれるでしょうか

◆夏野菜の収穫はゾクゾク

お楽しみにしてください。Ｔシャツなどもご協力ありがとうございます。

今年の夏は暑かったのですが、ナス、キュウリ等夏野菜は大収穫でした。

◆９月１日は防災の日

嫌いなナスも刻んで麻婆豆腐に入れたり、カレー等

大規模地震時の対策は万全ですか？

保育園でも東日本大震災時の教訓をいかし、保育中に災害が発生した時の対応を日々訓練しています。保護者の

様々調理を工夫することによって、自分たちが収穫

皆さんがお迎えに来られないことを想定した、具体的な取り組みも進めています。

したものなので、食べられるようになってきました。

不十分です。

でも毎日食べ続け、嫌いになってもいけませんので、

Ｐ３

子育て支援通信「ピノ＆アチェロ」平成２５年９月号

１本づつ収穫したクラスのこどもたちにお土産にしました。

発行日 ： 平成２５年９月５日(木)

園からのメッセージ・毎月の行事・お誕生児紹介

お家ではどんなお料理になったのでしょうか？

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。
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伊奈町小室字丸山１－２７－２

： ０４８－７２０－４１５２

ＦＡＸ ： ０４８－８１２－４５０９

沢山のナスの中には不定型な？形のナスも取れましたので、ナスであそんでみま
した。オクラは固すぎて、スタンプにして、形を楽しみました。
野菜大好きにするには、常に野菜と身近に付き合っていくことですね。
Ｐ４

