１０月園だより
今月のねらい
力いっぱい頑張ろう
秋の自然に触れてみよう

学校法人野間学園
野間ナーサリー

秋の深まり
ますます秋の深まりが感じられるようになってきました。外に出てみると木々の葉も赤や黄色
に移りかわり心地よい風が吹き始めています。戸外に出て肌で秋の自然を感じていきたいですね。
この時期は、温度差もあり体調も崩しやすいので、規則正しい生活をして、健康に過ごせるよう
にしましょう。
今、園では運動会の練習ラストスパートです。子ども達も職員も日々練習に取り組んで、その
成果を本番に思いっきりだしきりたいと思います。子ども達は練習で疲れ果てて帰って来ると思
いますので、しっかりと話を聞いて励まし、ゆっくりと休養させてください。運動会を通して子
ども達に自信が芽生え、一段と成長するはずです。運動会が終わると以上児は園外保育に出かけ
ます。一生懸命に練習してきた子ども達とどんぐりや虫の音色等、秋を感じながら楽しい時間を
過ごしていきたいと思います。園外保育では、子ども達が感じる事や発見を大切にし、それを引
き出していけるように指導していきたいと思います。
保護者の皆様には運動会のみならず、園外保育等たくさんのご協力、お世話をおかけすると思
いますが、どうぞ宜しくお願いします。

〈行事予定〉
１日（土）
５日（水）
８日（土）
１１日（火）
１５日（土）
１６日（日）
１７日（月）
１９日（水）
２０日（木）
２１日（金）
２２日（土）
２４日（月）
２５日（火）
２６日（水）
２７日（木）
２８日（金）
２９日（土）
３１日（月）

P&P
身体測定
P&P
避難訓練
第６９回 運動会 於 若久小学校グラウンド
上記予備日
衣替え
芋ほり遠足（年少）
運動会ごっこ（うめ・さくら体操服登園）
年中遠足（動物園）
１０月１７日（月）より冬服に衣替えとなります。
Ｐ＆Ｐ
ブレザー・ブラウス（半袖または長袖）
芋ほり遠足（年長）
冬ズボン・冬スカート・冬帽子を正しく着用して登園しましょう。
年少遠足（もーもーらんど）
また、記名の確認もお願いします。
芋ほり遠足（年中）
※衣替え前の寒い日は上着を着用して調節してください。
※衣替え後、暑ければブレザーは着なくても結構です。
１０月生まれのお誕生日会
年長遠足（貝塚交通公園）
Ｐ＆Ｐ

内科検診

運動会について
１０月１５日（土）は、第６９回運動会です。お遊戯やバルーン・マーチングなど、子ども達
は暑さに負けず毎日練習に励んでいます。年少組は、すべてが初めてのことに戸惑いながらも先
生や友達と一緒に挑戦する楽しさを味わい、年中組は、なかなか思い通りに膨らまないバルーン
に仲間と息を合わせることの大切さを感じて、年長組は、幼稚園最後の運動会に全身を使って持
てる力を出し切り、やり抜くことの大事さを手本となって示しながら練習に臨んでいます。日に
日に息も合うようになり、練習の成果が形となって表れてきています。本番で、保護者の方の応
援が子ども達の何よりの励みになります。どうぞたくさんのご声援を宜しくお願いします。
当日は、天候により日程が変更となることがありますので、下記をご覧になりお間違いのない
ようお願いします。皆様で協力して心に残るよい運動会にしましょう。
日 時：10 月 15 日(土)
※雨天の為、延期の場合は、当日の朝の状況により決定し、
朝７時にメール配信でお知らせします。
場 所：若久小学校運動場
服 装：体操服上下(半袖)、赤白帽子
無地の上靴(絵・柄の入ってないもの)、
園指定のミニソックス
持ち物：水筒（年長組のみマーチング衣装・白ハイソックス）
《延期の場合》
15 日(土) 登園日(１１：３０降園)
16 日(日) 運動会

確認しましょう！！
※赤白帽子のゴムが切れたり、伸びたりしている子がいます。
帽子が落ちてしまいますので、補正してください。また、再度名前が書かれているかをご確認ください。
※運動会当日は靴ではなく、上靴を使用します。
力いっぱい走れるように上靴のサイズの確認・調整をお願いします。
（大きい時は中敷きを入れる等
してください。
）また、キャラクターや絵の付いている上靴は禁止です。イラストの入っていない無地の
上靴を使用してください。
※運動会の練習は９：３０から始まります。遅れないよう９：１５には登園してください。
また、競技の練習は運動量がありますので、靴下、運動靴を履かせてください。
※子ども達は運動会に向けて、毎日しっかり体を動かして練習を頑張っています。この時期は
昼夜の寒暖の差が激しく体調を崩しやすい時期でもあります。体や脳のエネルギー源となる
朝食は毎日必ず食べ､夜はしっかりと睡眠をとるなど規則正しい生活を心がけましょう。

《作品展で使用する廃材回収のお知らせ》
詳細は９月の園だよりをご覧下さい。１０/１８(火)～１０/2８(金)回収日となっています
ので、ご協力よろしくお願い致します。

〈感染防止対策について〉
【日頃の保育について】
・お子様はマスクの着用をして登園をしてください。
（たんぽぽ組・れんげ組は不要）
職員もマスクの着用を徹底します。
※マスクの落とし物が多い為、マスクには記名をし、予備のマスクを１枚かばんの中に常備下さい。
（戸外遊びや体操の際は、熱中症リスクが高くなることからマスクを外し、なるべく一定の距離を保ち活動
を行います。
）
・登園の際は、必ず検温と手に消毒をお願いします。
・体温が 37.5℃以上の場合、登園できません。
・保育室は、小まめに換気を行い、隣同士の間隔をなるべく開けて活動を行います。
・子どもが多く手を触れる箇所や玩具は、適宜消毒をし、環境衛生を良好に保ちます。
・戸外から保育室に入る時、トイレの後、給食の前後等、小まめに手洗いを行います。
・お子様や送迎する方の健康にご留意いただき、体調に不安がある場合は、登園・送迎をご遠慮ください。
【課内スイミングについて】（さくら組・うめ組）
・バスでイトマンスイミングに行く際は、手の消毒やマスクの着用、窓を開け常に換気を行います。
イトマンスイミングの入口で手に消毒を行います。
・体操を行う部屋、待機の場所は、広い空間で行います。
・スイミング専用のマスクを使用しますので、必ずご持参ください。
【出席停止となる場合】
・新型コロナウイルス感染症が心配の為、登園を自粛する場合
・同居のご家族や園児が PCR 検査、抗原検査を受けた場合、陰性の結果が判明するまで登園できません。
園児や同居のご家族が検査をうけることとなった場合は、必ず園へ連絡をしてください。
※状況により登園できる場合もあります。
・園児本人が濃厚接触者になった場合は、５日間出席停止となります。
・園児本人が感染した場合、保健所が許可するまで登園できません。
※園内で感染者が確認された場合、状況により園の休園や学級閉鎖をする場合がございます。
※状況の変化により対応の変更をする場合がございます。その際は、改めてお知らせ致します。

季節の変わり目にご注意！！
段々と涼しくなってきたかと思えば日中はまだまだ気温の高い日があり、朝夕と日中の気温差が大きく、
風邪をひいたり体調を崩しやすくなってしまいます。元気にこの時期を乗り切るためには、バランスのよい
食事をとることと、十分な休息が大切です。また、暑い日にはついつい冷たい飲み物を飲み過ぎてしまいが
ちですがこれも体調を崩す原因にもなりますので注意しましょう。家族一緒に楽しく、好き嫌いをせずバラ
ンスのよい食事をとって、元気に過ごしましょう！

秋の遠足・芋ほり遠足
年少組
10 月 19 日(水)芋ほり遠足
10 月 25 日(火)もーもーらんど

年中組
10 月 21 日(金)福岡市動物園
10 月 26 日(水)芋ほり遠足

≪秋の遠足について≫

年長組
10 月 24 日(月)芋ほり遠足
10 月 28 日(金)貝塚交通公園

≪芋ほり遠足について≫

○登
〇降
○服

園・・・９：２０までに登園して下さい。
園・・・平常通り
装・・・体操服上下、赤白帽子、
リュックサック、マスク
○持ち物・・・お弁当、箸、水筒、敷物、おや
つ、おしぼり、マスクの予備、ハンカチ、
ティッシュ、ビニール袋２枚（ゴミ用と落ち葉
拾い用）

○登
○降
○場
○服

園・・・９：２０までに登園して下さい。
園・・・平常通り
所・・・雁ノ巣レクリエーションセンター内レジャー農園
装・・・体操服上下（ズボンは夏の体操服）、靴下(黒や紺)
赤白帽子、リュックサック、マスク
○持ち物・・・お弁当、箸、水筒、敷物、おしぼり、おやつ、マ
スクの予備、ハンカチ、ティッシュ、長靴又は汚れてもよい靴、
軍手(芋を入れるビニール袋の中に入れておいてください)、おし
ぼり１本（土で手が汚れる為）、芋を入れるビニール袋（二重に
し、ガムテープ等の幅が広く粘着力が強いテープで、袋の口全
体を留めて下さい。また、袋には必ず記名をして下さい）
※剥がれやすいセロハンテープやマスキングテープ等では止めな
いで下さい！

※雨天の場合は、平常保育となります。７時までにメール配信にてお知らせ致しますが、お弁当は持たせてください。
おやつは必要ありません。
※体操服は夏用でも冬用でも構いません。寒い場合は、上着を着せても結構です。
※状況により変更する場合がございます。その際は改めてお知らせします。

提出物について
申込の締め切り時間が異なりますので、確認してご利用ください。
絵本代

1～５歳児

毎月１０日

布団乾燥代

たんぽぽ・れんげ・さくら

毎月１０日

給食代

さくら・うめ

毎月１０日

全クラス

毎週水曜日

希望される方のみ

前日の夕方まで

さくら・うめ

当日の９時まで

P＆P 出欠
（毎週月曜日１８時配信）
朝延長希望
ｽｲﾐﾝｸﾞ出欠
（前日１８日配信）

提出物には期限があ
り ま す 。 き ちん と 把
握して期限を守れる
ようにしましょう。
ご協力お願いしま
す。

○シラミについて○
シラミが流行する季節です。幼稚園、保育園、小学校を問わず、兄弟児やプールを介して、
移る可能性がありますので家庭で時間があるときに、定期的にチェックするようにしてください。

１０月メニュー
日

曜日

昼

食

おやつ

1・２９

土

ツナとアサリのスパゲティ、りんご

牛乳、カステラ

３・２４

月

じゃこと菜っ葉の混ぜご飯、豚肉とナスの炒め物、
さつまいものみそ汁

牛乳
きな粉よせ

４・１８

火

ごはん、魚の磯辺揚げ、レタス、大根の味噌汁

スキムミルク
なし、クッキー

５・１９

水

わかめごはん、豚肉とさといものうま煮、小松菜と
豆腐の清汁

スキムミルク
りんごのヨーグルトケーキ

６・２０

木

ごはん、魚のごまみそ焼き、トマト、かき玉汁

豆乳
スイートポテト

７・２１

金

ごはん、厚あげとツナのカレー炒め煮、柿なます

スキムミルク
小倉蒸しパン

８・２２

土

きつねうどん、ヨーグルト

牛乳
バナナ、クラッカー

１１・２５

火

わかめごはん、肉じゃが、小松菜とちくわの炒め物

スキムミルク
バスブーサ

１２・２６

水

ごはん、鶏肉とかぼちゃのカレークリームシチュー、 スキムミルク
オレンジサラダ
わかめごはん

１３・２７

木

ごはん、煮魚、のっぺい汁

豆乳
チーズボール

１４・２８

金

きのこごはん（１４日）
、ポークチャップ、粉ふきい
も、キャベツとコーンの豆乳スープ、じゃこと菜っ
葉の混ぜご飯（２８日）

スキムミルク
フルーツポンチ

１７・３１

月

さつまいもごはん（１７日）
、チリコンカーン、野菜
スープ、ごはん（３１日）

スキムミルク
かぼちゃカップケーキ

※仕入れの都合により、メニューは変更になる可能性があります。

こんな「わる」なのに、愛してくれる？
子どもが何に対しても、
「いや！！」と反抗するいわゆるイヤイヤ期をはじめ、１度は
誰しも経験したであろう子どもの「反抗期」。３歳前後から始まってくることが多いです
が、子どもが「反抗」する姿の意味や、子どもが今、どんな成長過程にあるのか、ご存
じでしょうか。児童精神科医の佐々木正美先生は

『反抗期というのは、幼い子どもに

とっては相手に安心できるから反抗できるということ、安心感がなければ反抗などでき
ない。
』
『子どもは自分を確立していくために、たえず依存と反抗を繰り返します。』と仰
っています。
子どもは親を信じているから反抗しているのだと認識していればいいのです。例えば、
どんな工夫を凝らしても、うまく行かない時、
「いやだ」の繰り返しで心が折れそうにな
る、という保護者の声を聞くこともあります。しかし、表面上はもしかしたら「可愛く
ない」姿に見える場合でも、実は、
「こんなわるでも愛してくれる？」と一生懸命成長し
ようとしている姿であることだと分かれば少し見方やとらえ方も変わってくるのではな
いでしょうか。反抗期は、三歳前後、就学前後、思春期は急速に成長や発達をする時期。
成長期はたえず反抗しています。もし、反抗できる機会がないと”自分”というものが育た
ず、成長していく中で問題が起こってしまいます。いわゆるティーンエイジャーでは、
保護的な世界を脱して、仲間との本格的な社会生活が始まろうとするときに、”自分”のな
い子どもは仲間に入っていけず、そのうえ委縮し、逃避やひきこもり、人によっては拒
食症、不登校にもなり、家庭内暴力にもつながります。
昨今の若年者による事件が目立ちますが、このような安心できる場所、帰ってくる場
所があったのかと考えることがあります。子どもはうまく言葉では伝えられず、行動で
示します。目の前の子どもの姿だけでなく、その背景に目を向け、
「成長しようとしてい
る証」だととらえ、大きく受け止めていきたいものですね。
参考文献 「子どもへのまなざし」児童精神科医 佐々木正美

☆衣装返却をお願いいたします☆
和太鼓クラブ

年長組

運動会で使用した和太鼓の衣装を洗濯後、記名した
袋に入れて１０月２１日（金）までに返却してください

運動会で使用したマーチングユニフォームを洗濯後、記名した
袋に入れて１０月２１日（金）までに返却してください

○法被・豆絞り・足袋・帯締 の４点

○ドラムメジャー・・・上着・スカート・手袋
○太鼓隊・カラーガード隊・ポンポン隊・・・
上着・スカート（女児）・ズボン（男児）

野間幼稚園の園児募集にご協力ください！
１１月１日（火）より来年度の入園願書受付が始まります。お友達やお知り合いに幼稚園入園適齢児の
方がいらっしゃいましたら「入園案内」をお渡しして頂けたら幸いです。必要な方は職員にまでお知らせ
ください。

★令和５年度入園説明会★
◇１０月１日（土）・１０月３日（月） 入園説明会≪要予約≫
受付
説明会

９：30～ 対象
１０：0０～

Ｈ２９．４．２～Ｒ２．４．１

（１０月１日は託児、３日は園児と一緒に体験となります。）
※受付にて資料をお受け取り下さい。
※３７．５℃以上の発熱がある場合は、参加できません。
※駐車スペースが限られておりますので、当日はなるべく公共の交通機関でお越し下さい。
※説明会の際、お子様は別のお部屋で遊びます。
※当日は履物をご持参下さい。

◇１０月１５日（土）
受付
対象
場所

運動会≪要予約≫

９：０0～１２：００（開場８：４０～）
Ｈ２９．４．２～Ｒ２．４．１
若久小学校運動場

（お子様から目を離さないようにお願い致します。
）
※来年児出場のプログラムは１０：４５頃です。
１０：２０までに本部で受け付けをし、ペンダントを受け取って入場門へお越し下さい。
※３７．５℃以上の発熱がある場合は、参加できません。
※駐車場はありません。公共交通機関でお越しください。

☆令和 5 年度受付開始☆
＜野間幼稚園 入園願書受付＞１１月１日（火）午前７時より
＜未就園児クラス 入会受付＞１１月１日（火）午前９時より
学校法人 野間学園

野間幼稚園

福岡市南区野間４－１９－２１

TeL 092‐541‐5057

