
 

10月の予定 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 月 頭髪検査 

２ 火  

３ 水 剣道(にじ：しろ組) 

４ 木  

５ 金  

６ 土 手作り弁当(にじ組) 

７ 日  

８ 月 体育の日(休園) 

９ 火  

10 水 剣道(にじ：しろ組) 

11 木  

12 金  

13 土 ひのでアート展 

14 日  

15 月 絵本の読み語り(幼児園) 

16 火 身体計測 

17 水 剣道(にじ：しろ組) 

18 木 
園児健康診断(乳児園) 

いもほり(にじ：しろ組) 

19 金 避難訓練、誕生会(幼児園) 

20 土 手作り弁当(にじ組) 

21 日  

22 月  

23 火  

24 水 剣道(にじ：しろ組) 

25 木 人形劇(にじ：きい・しろ組) 

26 金 避難訓練、誕生会(乳児園) 

27 土 手作り弁当(にじ組) 

28 日  

29 月  

30 火 園児健康診断幼児園) 

31 水 剣道(にじ：しろ組) 

「あのね、あのね…」いっぱい伝えたいことがあるんだよ。 

   ８月 2４日(日) 

れんこんまつり   10:00～ 

東雲・日出夏まつり 17:00～  

 

東雲・日出夏まつりが、東雲本町公園・

第二みみょう保育園園庭で、れんこん祭り

と同時開催で行われます。かき氷やヨーヨ

ー釣りなどの楽しい夜店をたくさん用意し

ています。ご家族でぜひお楽しみください。 

 

東雲 夏まつりのお知らせ 

 

 

第二みみょう保育園の年長児さんがお

泊り保育に行ってきました。緑に囲まれた

山の自然の中、農場に行って、子どもたち

より背の高いとうもろこしの畑に入り、収

穫をしたり、夕食のカレーの材料を切った

り、キャンプファイヤーをして楽しく過ご

しました。 

身支度なども自分でやり、少したくましく

なった子どもたちです。 
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中秋の名月の日はあいにくの雨でした

が、翌日の仕事帰りに、マツダスタジアム

の声援を聞きながら、ふっと夜空を見上げ

てみると、思わず、「こんばんは」と叫びた

くなるような、ま～るいお月さんがぽっか

りと、澄んだ夜空に浮かんでいました。大

企業の社長さんが、月旅行に行く話題もあ

りますが、もはやロマンではなく、現実に

行ってみる場所なのですね。年長児のＫく

んが、「園長先生は知ってる？ あのねぇ

…、はやぶさがりゅうぐうに到着するんだ

よ。」と、宇宙への興味をキラキラした顔で

教えてくれました。きっと、Ｋくんのお家

では、子どもを真ん中にたくさんの“あの

ね…”の話に応えておられるのだろうなと

思います。 

先日、赤ちゃんも「あーあー。」と、ご機

嫌な様子で喃語を話していると、側にいた

２歳児さんが、同じように、「あ～」と応答

してお話ししてくれていました。赤ちゃん

の楽しい気持ちが伝わったのですね。聞い

てくれる人、共感してくれる人がいること

で、話したい気持ちも高まり、その安心感

からさまざまな物への興味関心が広がって

いきますね。 

日々繰り広げられる子どもたちの姿の中

には、大人が思わず、“あら、すてき”“そ

んな風に思ったんだね”と感じるような、

“発見・驚き・感動”がたくさん詰まって

います。保護者の皆さんから集まっている

廃材の数々。この廃材で遊ぶことに何の意

味があるの？と、思っておられる方もいら

っしゃるでしょう。赤ちゃんが卵パックを

手に持って机にばんばんと叩くと、カシャ

カシャと音が出ることを発見したり、１歳

児さんや 2 歳児さんは、いろんな空き容器 

の中に、コルクや新聞を詰めたり、ちぎっ 

たりしながらままごとに発展したりしてい

ます。幼児にじ組さんになると、お友だち

と一緒に、絵の具や油性マジックで色を付

けたり、テープでつなげたりしながら、大

きな作品に仕上げています。このような子

どもの活動の中で、まわりの大人や友だち

と関わる力や、おもしろいとか、不思議と

感じたり、気づいたりする力、また、やり

たいことを実現するために必要なものを集

めたり、工夫する力など、遊びの中でたく

さんの見えない力が育っているのです。こ

うしなさいと知識を詰め込まれるのでは、

身につかない力なのです。子どもたちの活

動に興味を持っていただき、ふんだんに用

意された素材だからこそ、自らこれとこれ

を組み合わせて…と、豊かなあそびが展開

されていることに感謝しております。 

13 日(土)は、日出みみょう乳児園・幼児

園で初めての「ひのでアート展」を開催し

ます。参観日に保護者の方と一緒に遊んだ

ものや、子どもたちが日々遊んできたもの

を展示したり、楽しく遊べるコーナーもあ

ります。乳児園と幼児園を巡って頂きなが

ら、 “この線がいいね。”“ここを工夫した

んだね” と、一人ひとりの子どもたちが個

性豊かに考えたり工夫したことを、満足感

や達成感につながるように心を寄せて頂け

れば幸いです。 

今月は、手を使い、心を動かし、表現す

る活動が多くなっていきます。また、体調

に気をつけながら、公園や比治山にも出か

けていき、空の雲や吹く風、虫の声などの

小さな秋の変化に気づいたり、心地よさ、

気持ちよさを感じながら過ごしていきたい

と思います。          園長 

 健康診断 

乳児園  18 日(木）13:00～ 

幼児園   30 日(火)  13:00～ 

園医 ： 山田外科内科医院 

 

 

消さないで 

あなたの心の 

注意の火 
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 平成 25 年に日出みみょう保育園が開

園してから、第二みみょうや段原みみょ

うと一緒に行ってきた「作品展・バザー」

ですが、今年度から独自に開催いたしま

す。ご家族お揃いで、楽しい秋のひと時

となれば幸いです。 

 

☆事前にランチのチケットを購入され

た方は忘れずにお持ちください。 
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なった子どもたちです。 

 

いも掘り 

平成３０年  10 月の園だより  

今後の予定 

※１月１９日(土) 発表会(にじ組) 

※３月２３日(土) 卒園式(にじ：しろ組) 

日出みみょう乳児園・幼児園 

第二みみょう保育園の年長児さんがお

泊り保育に行ってきました。緑に囲まれた

山の自然の中、農場に行って、子どもたち

より背の高いとうもろこしの畑に入り、収

穫をしたり、夕食のカレーの材料を切った

り、キャンプファイヤーをして楽しく過ご

しました。 

身支度なども自分でやり、少したくましく

なった子どもたちです。 

 

第二みみょう保育園のお友だちと一緒に

くまのみらい農園までいもほりに行きま

す。春に植えた苗は大きく育っているか

な。 

 

いもほり(にじ・しろ組) 

１８日(木） 

 

  

          

内科、耳鼻咽喉科、眼科の健康診断があり

ます。 

気になることや園医にたずねたい事など

ありましたら、事前に担任までお知らせく

ださい。 

ひのでアート展 

～わくわく、どきどき、笑顔いっぱい～ 

 

日時：10 月 13 日(土) 

      午前 10：00～午後 1：00 

     場所：日出みみょう乳児園 

       日出みみょう幼児園 

※ランチは、幼児園 3 階ホールです 


