
〜子育て支援センター行事〜
７日（木）のびのびサークル（リース作り）

１２日（火）東日本大震災いわて子ども支援センター事業

あおぞらワッペン ミニコンサート１０：００～

１３日（水）みんなのひろば（アロママッサージ）

１９日（火）みんなのひろば（歯の講話と実技）

２７日（水）身体測定（午前中）

令和元年１１月１日（金）発行 中妻子供の家保育園 ２３－５５５０

担当 永井

１１月になり、山々の紅葉も綺麗で秋も深まってきましたね。

先月５日（土）は、前日の大雨のため、釜石中学校の体育館で運動会を開催しました。

子ども達の中には、慣れない場所で、泣いてしまうお子さんもいましたが、元気一杯参加し

ていましたね。４・５歳児で取り組んだ組体操もみんなで力を合わせて頑張りましたね。

子ども達から沢山の笑顔と感動をもらいました。保護者の皆様には、早朝からの会場準備や

競技のお手伝い、片付け等のご協力、また、子ども達への温かい声援や拍手を頂き、ありが

とうございました。

これからの時期は、風邪や様々な感染症が流行する季節となります。親子共に、手洗い、

うがいをしっかりと行い、体調を崩さないよう気を付けながら、元気に過ごしましょう。

園長 八幡 雅子

１日（金） 安全点検

６日（水） 体育教室（うさぎ・ぱんだ組）

7日 （木） 釜石総合文化部コラボ事業 １５：３０～

就学時健診（双葉小・平田小）

８日（金） りす組保育参観、うさぎ・ぱんだ組ピクニック

１１日（月） 読み聞かせの会

１２日（火） 東日本大震災いわて子ども支援センター事業

あおぞらワッペン ミニコンサート１０：００～

就学時健診（釜石小・白山小）

１４日（木） 体育教室（うさぎ組・ぱんだ組）

１５日（金） 七五三参拝

１８日（月） 誕生会

１９日（火） 就学時健診（甲子小）

２０日（水） 釜石中保育体験

小泉先生講話会 １８：００～

終了後 保護者幹事会

２２日（金） 歯科検診

不審者対応防犯訓練 １０：００～

２６日（火） 内科検診

２８日（水） 茶話会 １５：００～ ぱんだ組

（近隣のおじいちゃんおばあちゃんとの触れ合い会）

・１１月２０日（水）の１８：００から、当園ホールにて、嘱託医である小泉嘉明医師による講話会が行われます。

内容は、「小児救急について」です。忙しい時間帯ではありますが、保護者の皆様の参加のご協力をよろしくお願い

します。

・インフルエンザ等の感染症が流行する季節となりました。本日より、２歳児以上は、日中の紅茶うがいも始まり

ました。手洗い・うがいを徹底し、予防対策をしっかりと行いたいと思います。３、４、５歳児のお友達は、登園後、

必ず手洗い・ うがいを済ませてから保育室へ入室するよう、ご協力をお願い致します。

ク
ラ
ス
だ
よ
り

《ぱんだ組》先月の運動会では、どの競技も一人ひとりが一生懸命頑張り、特に組体操の一本橋では、

友達と支え合って成功させる事が出来、感動しました。保護者の皆様の応援や励ましが大きな力になっ

たと思います。ありがとうございました。次の大きな行事は発表会となります。一人ひとりの役割を大

切にしながら、友達と協力して、思い出に残る発表会にしたいと思います。寒くなってきましたので、

体調には十分気を付けたいですね。

《うさぎ組》先日の保育参観は、親子でのプラバン作りをしてもらいました。楽しそうに作る子ども達

の姿を見る事が出来て良かったです。休み明けには「たのしかったね」等、作ったキーホルダーをカバ

ンに付けて、見せてくれる子ども達でした。お忙しい中、参加して頂き、ありがとうございました！

１１月は、クリスマス発表会に向けての練習も少しずつ始まります。体調には十分気を付けて、元気に

過ごしましょう。

《りす組》先月は運動会への参加ご協力ありがとうございました！！かけっこやバルーン等、色々な競

技を楽しみ最後まで、元気に頑張りましたね。今月は発表会に向けての取り組みも始まります。りす組

らしく、元気に楽しく色々な事に挑戦していきたいと思います。

《ひよこ２組》運動会はご協力ありがとうございました！！泣いてしまったお友達も最後まで頑張り、

親子で楽しむ事が出来たのではないかと思います。身の回りの事では、自分で着替えたり、たたんで片

付ける事や、トイレトレーニングを頑張っていますよ。個々のペースに合わせて取り組んでいきたいと

思います。今月から紅茶うがいも始まるので、うがいコップの準備等よろしくお願いします。

《ひよこ１組》先月は、お忙しい中、運動会に参加して頂き、ありがとうございました。子ども達もお

家の人と一緒で、とても楽しそうでしたね。競技や用具係等のご協力ありがとうございました。ひよこ

１組の生活も折り返し地点となりました。高月齢の友達はトイレに座ったり、低月齢の友達も、衣服の

着脱にチャレンジしていますよ！！お家でも「自分で」の姿勢を沢山褒めてあげて下さいね。

《ひよこ０組》運動会に、ご参加頂き、又、たくさんのご声援、そして、ご協力をありがとうございま

した。初めて運動会に参加したお友達も多かったのですが、泣く事なく、運動会の雰囲気を楽しみなが

ら、元気にかけっこしたり、ダンスを楽しんでいましたね。クラスでは、ズボンや上靴を履こうとした

り、お片付けもしようとしている様子が見られますよ。感染症が流行る時期となりますので、体調管理

に注意しながら、元気に過ごしましょうね。

日時：１２月１４日（土）

午前９：００開演

場所：保育園ホール

※詳細については、後日

案内を配布致します。

お家の都合により、転園する

事になりました。

どこかで見かけたら、

声を掛けて下さいね！

元気でね！

☆11月の行事予定☆

♪おたんじょうびおめでとう♪

♪お知らせとお願い♪



　　　　　　　　　　　

11月になり、山は、鮮やかに色づき始めました。絵の具で描いたような山々が、とても美しいですね。

風も日に日に冷たくなり、晴れた日は、空気も澄み渡り、秋の深まりを感じます。お散歩が心地良いこの季節、

親子で、落ち葉拾いやどんぐり拾いなど、秋ならではの遊びを楽しんでみてはいかがでしょうか。

又、空気が乾燥し始めるこの時期は、体調を崩しやすく、風邪やインフルエンザ等の感染症が流行する時期

でもあります。手洗い・うがいを心掛け、家族みんなで感染症を予防しましょうね。

１０月 9日（水）、のびのび・ぴょんぴょん合同サークルを

行いました。保育園のお友達のソーラン節や運動会のダンスを観た後は、

年長児（１５名）と一緒に、うんどうかいごっこに参加し、楽しみました。

かけっこやゲームをして盛り上がり、笑顔がいっぱいでした。

最後は、ぱんだ組のお兄さん・お姉さんからかわいい『きのこちゃん』の

メダルのプレゼントをもらい、握手をしたり、ギューっと抱っこしてもら

ったり、嬉しいひとときを過ごしました。

１８日（水）のびのび・ぴょんぴょん合同サークル

（園児交流：クリスマス会）

２５日（水） みんなのひろば

（ 大型絵本を楽しもう♪）

7日 （木）のびのびサークル

～１歳児サークル～

（親子でリース作り）

１２日（火）みんなのひろば

（あおぞらワッペンミニコンサート）

１３日（水）みんなのひろば

（ママ講座：アロママッサージ）

１９日（火）みんなのひろば

（歯についての講話と実技）

『絵本だいすきっ子』あつまれ～♪

興味があるお母さん方、お話が大好きなお友達、ぜひ遊びに来て

下さいね(*^^*)どんな楽しいお話と出会えるか、お楽しみに！

＊＊＊申し込み方法＊＊＊

支援センター利用の際、または電話でも受け付けています。

（支援センターＴＥＬ ２３－５５５２

担当 中島・飛内まで）

二本松さん、

ステキな笑顔

大集合♪

令和元年11月１日発行 Ｎo.９5

〒026－0034

釜石市中妻町1－13－22

中妻子供の家保育園内

中妻子供の家子育て支援センター

ＴＥＬ/ＦＡＸ

0193－23－5552

担当 中島

日 時：12月２５日（水）１０：30～ (受付１０：００～）

場 所：支援センター

対 象：1歳以上のお子さんと保護者 １０組

又、当日の参加もOKですよ！

おねがい

・センター入室時は、手洗い・

うがい・手消毒をしてから

遊びましょう。

うがい用コップと手拭きタオルが

あると安心ですね。

・体調が悪い時は、ゆっくり

お家で過ごしましょう。

・又、感染症に罹った場合、

医師の指示に従い、治って

からのセンター利用をお願い

します。

ご理解・ご協力をよろしく

お願い致します。

☆病気の感染予防には、手洗い・

うがいの日頃の習慣づけが

大切です。お家やセンターでも

心掛けましょうね。

園児交流



月 火 水 木 金 土

　　　　　　　　　　　

1 2

4 5 6　園行事のため 7 9
振替休日    　午前中お休み 　のびのびサークル  　

　　全日お休み

8
　　園行事のため

11 12 13 14 園行事のため 15 16

（１２時～利用できます） 「親子でリース作り」

「あおぞらワッペンミニコンサート」 「アロママッサージ」 （１２時～利用できます）

みんなのひろば みんなのひろば    　午前中お休み

「歯についての講話と実技」（１２時～利用できます）

みんなのひろば
２０園行事のため

　勤労感謝の日   　午前中お休み
18 19 21 22 23

身体測定    　
25 26 27 28 29 30

2 3 4
（午前中）

（午前中）
1 身体測定

利用時間：月曜日～土曜日（日、祝日を除く）

午前９：３０～午後１６：００

保育園行事のため、お休みや利用時間が限られている日があります。

カレンダーで日程を確認の上、お越しくださいね。

１０月は、ハロウィンにちなんでおばけ

かぼちゃのお菓子入れを作りました。

三角の目やまん丸の目のかわいいかぼちゃ

おばけが出来ました。みんな楽しいハロウィンを

過ごせましたか？

１１月は、かわいい『ハリネズミちゃん』を

作りますよ。沢山のお友だち遊びに来てね。

一緒に作りましょうね（*^_^*）

ママ

だ～いすき♡

ハッピー

ハロウィン♪

おいしそうな

りんご♪

みいつけた！

台風19号の被害に

より、安全面を考慮し

中止とさせて頂きまし

た。とても残念でした

ね。

参加者の方々、ご理解

を頂きありがとうござ

いました。

自分で獲って

楽しかったね！

お父さん、お母さん、毎日のお仕事

ご苦労様です！外で働くことに限らず、

家事も立派な仕事の一つです。小さな

お子さんを育てながら「働く」という

ことは大変なことですよね。頑張りす

ぎないで、少しだけ肩の力を抜いて

心にゆとりを持って、子育てを楽しむ

ことができたらステキですね♪

お子さんの笑顔と元気パワーをたくさん

もらって、毎日を過ごしましょうね。

困った時や、疲れた時は、ぜひセン

ターに遊びに来て下さいね。気軽に

おしゃべりするだけで気持ちが晴れて

スッキリしますよ♡
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