
６ 月 園 だ よ り 
 

 子ども達の園生活も、いろいろな活動を通して少しずつ安定してきました。園庭ではみんなでフォークダ

ンスを踊ったり、大好きな自転車やブランコ、砂場遊びなどで、元気いっぱい遊ぶ姿が見られます。 

 年間の大きな行事のひとつ、運動会に向けての練習も始まります。親子で一緒に参加し、楽しい一時を過

ごしましょう。 

 

 
   全体のねらい…「運動会に向けていろいろな活動を楽しんでする」 
  ○ひ よ こ  「好きな遊びを友達と楽しんでする」 
  ○３ 歳 児  「先生や友達と一緒にいろいろな遊びや活動を楽しむ」 
  ○４ 歳 児  「いろいろな活動に参加し、友達と一緒に遊ぶ楽しさを味わう」 
  ○５ 歳 児  「クラスの活動に意欲を持って取り組み、やり遂げた満足感を味わう」 

 

日 行  事 摘            要 

１日（土） ◆自主登園日 
○自由に遊びに来て下さい。１１時３０分までにお迎えをお願いします。 

 午後からの預かり保育は４時３０分まで行っています。 

  ３日（月） 
◆衣 替 え 

〇３日（月）から夏帽子になります。方向別バッチを付け替えてくださ

い。ブレザーは着用しません。 

◆英語あそび（年長） ○年長さんはガルシア先生と一緒に英語あそびをします。 

４日（火） ◆身 体 測 定 〇身長と体重を計ります。どれだけ大きくなったかな？ 

５日（水） ◆保育参観日 

○入園、進級から２ヶ月が過ぎました。幼稚園でのお子さんの様子を 

 見て頂きたいと思いますので、自由な時間帯で参観してください。 

 後日、詳細をお知らせします。（１時降園で送ります。） 

６日（木） 
◆水泳教室⑤ 

    （お弁当） 

○１グループ  ９:２５出発 （ひよこ・さくら・もも・たんぽぽ） 

 ２グループ １０:１０出発 （すみれ・ふじ・うめ） 

 水着を着用して９時までに登園してください。 

７日（金） ◆体育あそび（年長） 
○年長の体育あそびは「マット」です。自由に参観してください。 

 （うめ ９:３０～１０:１０  ふじ １０:１５～１０:５５） 

８日（土） ◆第２土曜日 〇第２土曜日なので幼稚園はお休みです。 

１０日（月） 
◆リズムあそび 

   （ひのき屋） 

〇ひのき屋さんと２回目のリズムあそびです。 

 元気いっぱいラッセーラーのかけ声で楽しみましょう！ 

 （１０時～幼稚園のホールで行います。自由に参観してください。） 

 １１日（火） ◆英語あそび 〇年中・年少・ひよこさんは小林先生と一緒に英語あそびをします。 

１２日（水） 

（１時降園） 

◆子育て支援 

  つぼみちゃん④ 

〇４回目のつぼみちゃんは「かえるさんと一緒」がテーマです。 

 園庭も開放していますので、みんなで仲良く遊びましょう。 

◆柏稜高校 

 インターシップ 
〇柏稜高校の学生２０名がインターシップで保育の勉強をしに来ます。 

１３日（木） 
◆水泳教室⑥ 

   （お弁当） 

〇１グループ  ９:２５出発 （ひよこ・さくら・もも・たんぽぽ） 

 ２グループ １０:１０出発 （すみれ・ふじ・うめ） 
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１４日（金） 
◆体育あそび 

  （年長・さくら） 

〇体育あそび、年長は「鉄棒」さくらは「マット」で遊びます。 

 （ふじ  ９:３０～１０:１０ さくら １０:１５～１０:３５  

うめ １０:４０～１１:３０） 

１５日（土） 
◆運動会役員会 

〇９時３０分からもも室にて「運動会の役員会」を行います。 

 お手伝いのお父さん、お母さんはご出席ください。 

 お子さんは会議の間お預かりします。 

◆自主登園日 
○自由に遊びに来て下さい。１１時３０分までにお迎えをお願いします。

午後からの預かり保育は４時３０分まで行っています。 

１７日（月） ◆こぐまクラブ 
〇交通安全指導員のお姉さんから２回目の交通安全についての指導を 

 受けます。正しい歩行・信号の意味と見方について学びます。 

１８日（火） ◆夏まつり役員会 
〇２回目の夏まつり役員会を９時１５分～ホールで行います。 

 総務、夏まつり係のお母さん方は出席下さいますようお願いします。 

１９日（水） 
◆いちご狩り 

〇谷観光農園へ学園バスで行きます。いちごの出来具合で日にちが変更

することもありますので、後日お手紙でご案内します。 

◆子育て支援 

 つぼみちゃん⑤ 

〇５回目のつぼみちゃんは親子で一緒にいちご狩りに参加します。 

 ＊雨天時は幼稚園で通常通りのつぼみちゃんになります。 

２０日（木） 
◆水泳教室⑦ 

    （給 食） 

〇１グループ  ９:２５出発 （ひよこ・さくら・もも・たんぽぽ） 

 ２グループ １０:１０出発 （すみれ・ふじ・うめ） 

２１日（金） 
◆体育あそび 

  （年中・もも） 

〇年中・ももの体育あそびは「マット」です。 

すみれ  ９:３０～１０:００  もも １０:０５～１０:２５ 

たんぽぽ １０:３０～１１:００  自由に参観してください。 

２２日（土） ◆第 4 土曜日 〇第 4 土曜日なのでお休みです。（先生方の研修日） 

２４日（月） ◆普 通 保 育 〇給食を食べて２時降園、送ります。（いちご狩りの延期予備日です。） 

２５日（火） 
◆運動会総練習 

    （お弁当） 

〇総練習ですので９時までに登園してください。服装は体操着ではなく

動きやすい服装できてください。お弁当を食べて２時降園になります。 

２６日（水） ◆１ 時 降 園 〇給食を食べて１時降園、送ります。 

２７日（木） 

２８日（金） 
◆普 通 保 育 〇給食を食べて２時降園、送ります。 

２９日（土） ◆運動会前日準備 
〇運動会の前日準備のため自主登園日と午後からの預かり保育は 

 お休みになります。（先生方は運動会の準備になります。） 

３０日（日） 
◆第５４回 

    大運動会 

〇みんなが楽しみにしている運動会、有斗高校のグラウンドで行います。 

 （雨天時は体育館）後日、詳しいお手紙を配布します。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 《ひよこ》  ほさか こあ（２） しまだ りゅうい（１５） 

 《さくら》  やまうえ せいた（１） しばた あんじゅ（１６）  

おおつか みらい（２１） おおさわ たくと（２４） 

《も も》  ちば はな（２） かじわら はつと（７） 

 《すみれ》  いません 

 《たんぽぽ》 いません 

《ふ じ》  かたおか まゆな（３） 

 《う め》  まつなが ゆね（８） いいだ さよ（２３）       計 １１ 名 

 

６月給食こんだてひょう 

 ６月  ３日（月）  ご飯・油揚げと青菜のみそ汁・焼き魚・さつまいもの天ぷら 

 玉子焼き・いかとキャベツの和え物・フルーツ 

６月  ４日（火） ごま塩ご飯・どさんこ汁・さわらの塩焼き 

ひじきの炒め煮・のり和え・フルーツ 

６月  ５日（水）  五目炊き込みご飯・お吸物・春巻き・蒸しシューマイ 

 昆布と角天の炒め煮・フルーツ 

６月  ７日（金） スパゲティミートソース・わかめスープ・ししゃもフライ 

もやしのごま和え・ウインナー・フルーツ 

６月 １０日（月）  食パン・いちごジャム・牛乳・ミートオムレツ 

チキンナゲット・ポテトサラダ・フルーツ 

６月 １１日（火） 味付けのりご飯・けんちん汁・白身魚のフライ 

おかか和え・かにシューマイ・フルーツ 

６月 １２日（水）  玉子とじうどん・竹輪の二色揚げ・ウインナー・大学芋・フルーツ 

６月 １４日（金） ハヤシライス・グリーンサラダ・クリームコロッケ・一口ゼリー・フルーツ 

６月 １７日（月） スリットパン・野菜スープ・ハンバーグ 

スパゲティソテー・キャベツとコーンのサラダ・フルーツ 

６月 １８日（火） ふりかけご飯・豆腐と麩のみそ汁・ささみのフライ・うま煮・煮豆・フルーツ 

６月 ２０日（木） ごま塩ご飯・青菜とわかめのみそ汁・チキン南蛮 

五目きんぴら・マカロニサラダ・フルーツ 

６月 ２１日（金） カレーライス・一口カツ・ドレッシングサラダ・ゆで玉子・枝豆・フルーツ 

６月 ２４日（月） 竹の子ご飯・八杯汁・白身魚のフライ 

キャベツとコーンのマヨネーズ和え・ナムル・五目炒め煮・フルーツ 

６月 ２６日（水） 食パン・牛乳・コロッケ・から揚げチキン・ポパイサラダ・肉団子・フルーツ 

６月 ２７日（木） かしわソーメン・エビフライ・ポテトフライ 

ナムル・玉子焼き・一口ゼリー・フルーツ 

６月 ２８日（金） スパゲティナポリタン・玉子スープ・野菜コロッケ 

ウインナー・ブロッコリーサラダ・フルーツ 

 

６月誕生のお友だち 

 

 

 

のお友だち 


