
太陽の子保育園　平成29年６月号

○朝食は必ずとりましょう

○朝、必ず体温をはかり、健康状態をよく見てください。

熱のあるときや体調の悪いときは入水できません。

○雨天、気温の低い日、強風、行事のある日等はプールに

入りません。

○耳あかをとり、手足のつめを短く切っておきましょう。

○病気にかかっている人は、早く治療をしておきましょ

う。特に健康面で心配なことがありましたら、事前に

ご相談下さい。

○入水後は非常に疲れますので、休養をしっかりとるな

どして、体調管理に気をつけましょう。

7月3日はプール開き(予定)です

子どもを自転車に乗せるときは、
必ずヘルメットをかぶらせましょう！

エアコンの取り替え
工事を行っています

子どもたちの心待ち

にしていたプール開

きの時期がやってき

ました。安全に気を

つけながら、水に親

しむことの楽しさを

子どもたちに学んで

もらいたいと考えて

います。

[縦割り保育活動]

　異年齢の子どもとともに生活することによって、

年上の子どもは年下の子どもの面倒を見たり、年下

の子どもが年上の子どもの真似をし、いろいろなこ

とに自分でやってみようと思うなど、大人が関わる

以外に子どもたち同士で育つことができます。

現在保育園では7月に行わ

れる、SUNSUNまつりに向け

ての準備を進めています。

幼児クラスでは縦割りグル

ープで制作などをおこなっ

ています。

エアコンの取り替え工事を行っています。工事は土日で行

い、６月中旬には終える予定です。工事中何かとご迷惑を

おかけすると思いますがご協力の程よろしくお願いします。

7月15日(土)

午後4:30～6:30(予定)

SUN SUNまつり

１(木)　保育参加・懇談会(ぱんだ)

２(金)　懇談会(うさぎ)

５(月)　虫歯予防集会

７(水)　音楽指導(幼児)

９(金)　調理保育(くま)

９(金)　懇談会(ぺんぎん)

14(水)　保健指導(体の話)

15(木)　避難訓練

19～23　身体測定

23(金)　職員会議

23(金)　お誕生日会

26(月)　太鼓指導(らいおん)

28(水)　体育指導(幼児)

３(月)　プール開き

６(木)　調理保育(ぱんだ)

６(木)　避難訓練

７(金)　七夕会

11(火)　体育指導(幼児)

15(土)　SUNSUNまつり

18～21　身体測定

19(水)　調理保育(らいおん)

21(金)　お誕生日会

７月の予定

　季節が変わりあじさいがキレイな時期に入りました。あじさいの花が雨に

濡れると、キラキラ輝いてとてもキレイですね。梅雨に入っても楽しいことを見

つけ、気分を盛り上げていくとともに、この時期ならではの自然に触れたり、

室内あそびを工夫したりするなど、楽しみながら過ごしていきたいと思いま

す。また、体調を崩しやすい時期でもありますので、子どもたちの体や身の回

りを清潔に保ち、気持ちよく過ごせるよう心がけていきたいと思います。

プールでのお願い

親子遠足アンケート結果
１．親子遠足の時期はいかがでしたか？　①よかった 95%(57)　②ふつう 5%(3)　③よくなかった 0%(0)

２．集合時間はいかがでしたか？　①よかった 98%(59)　②早かった 2%(1)  ③遅かった 0%(0)

３．場所はいかがでしたか？　①よかった 92%(55)　②ふつう 8%(5)　 ③よくなかった 0%(0)

アンケートへのご協力ありがとうございます。ご意見はすべ
て来年度以降の検討材料として活用させていただきます。

1.時期について
・気温もちょうどよく、花がきれいに咲いていて
良かった(6)

・桜の後は行ったことがなかったので、満開のチ
ューリップを初めて見た

・暑くも寒くもなく気温もちょうどよくて、雨も
降らず良かったと思う(4)

・1週間遅いとGWで混むので良かったと思う
・両親共に参加することのできる時期だったの
で良かった

・雨が降らなくて良かったが、もう少しあたたか
い時期でも嬉しい

2.集合時間について
・早くもなく、丁度良い時間だった(2)
・午後は家族の時間にできて丁度よかった
・ぐるっと回って、早めのお昼を食べて帰宅して
とちょうど良かった

・遅れた人を待つのはやめましょう
・お弁当作りが不慣れなため、朝とてもバタバタ
してしまった

・お弁当が 11 時は早いと思ったので、もう少し
ゆっくりスタートでもいいかなと思ってた

3.場所について
・チューリップなどお花がキレイで良かった(2)
・時間で約 30 分。子どもがぐずらないぐらいで
良いと思う

・電車で行くにもちょうど良い距離だと思った
・毎回同じで･･･と思ったが、広さも丁度良く、ト
イレにも近いので、子どもの面倒も見やすい

・広くてあちこち行ってしまい、追いかけるのが
大変だったが、のびのびできて良かった

・たまには昭和記念公園ばかりではなく、違っ
た場所でもよいと思う(2)

・羽村動物園もよかったかもしれない

4.ラリーについて
・良かった、楽しかった(20)
・友達と一緒に楽しそうにしていて良かった(8)
・友達同士で歩ける年齢になり、楽しそうに手
をつないで歩いているのがほほえましかった

・どんなお友達がいて、一緒に過ごしているかが
少しわかってよかった(2)

・のんびり歩けて良かった(3)
・ただ歩くだけだと、みんなの原っぱまでが長く
感じるが、ラリーをしながらだったのでとても
楽しく進む事ができた

・子どもにちょうど良い距離にあり良かった(2)
・ポイントが多過ぎず、少な過ぎずよかった
・上の子どもも一緒に出来て良かった
・普段お会いできない保護者の方とも話すこと
ができて良かった(5)

・クラスメートや先生と交流しながら楽しめた
・らいおんぐみさんくらいになると、みんな速く
て親の私がついていけないくらいだったが、み
んな楽しそうにまわれていたと思う

・1歳なのでわからなかったと思うが良かった
・お友達と一緒に歩くのは固まってしまいできな
かったが、最後までベビーカーに乗らず歩けた
のはすごい!と思った

・前のクラスとの調整もできていて良かった
・お弁当シールがかわいくて良かったし、もらえ
て嬉しそうだった(2)

・参加人数( 他の来園者も含め )が多く、集ま
るのが大変そう

・まったく歩かずずっと抱っこだったので、参加
しない娘だった

・あまり知っている家族の方がいなかったので、
先生とばかり話してしまった

・ちょっとペースが速かった気がする( 景色や写

真等を撮っているとクイズを待たせてしまう)
・りす組で定期利用している他のご家族が参加
していれば、娘ももっと楽しめたかもしれない

5.クイズについて
・楽しかった、よかった、面白かった(20)
・子ども達が真剣に聞いていて、よく考えていて
よかったと思う

・難しすぎず、簡単すぎずで盛り上がった(3)
・クイズ、難しいけど楽しかった、最高だった(2)
・よく考えられているクイズだと思った( 先生方
が頑張っていた)

・みなの答えが程よく分かれていて楽しかった
・毎年考えるのが大変と思いますが楽しかった
・知らなかった事、園や先生の事も知れて楽しか
った(7)

・クイズの内容は、父・母が「へぇー」と思う内
容で楽しかった

・タイムリーな突然の結婚発表、サプライズの問
題に親子でびっくりしたが楽しかった(6)

・給食の先生が誰と結婚したのかが今も気にな
っている(2)

・ご結婚おめでとうございます
・今でも園長と理事長は兄弟だと思っている
・担任の先生以外の近況が知れたり楽しかった
・クイズがマニアックで笑えた ( 月曜に玄関の
カエルを数えてしまった事は秘密で)

・カエルの数はびっくりした
・アンパンマンのクイズが好きなようだった
・シルエットクイズは子どももわかったようで嬉
しそうだった

・来年はもっと理解できるのかなと楽しみ
・お弁当バスも手が込んでいて、先生方大変だっ
たろうなと思った

・大人には面白かったが、3歳児(2歳児 )には
難しいと思った。(4)

・少々子ども達が答えにくそうな内容だった
・クイズは遠足前にデモンストレーションして頂
くと問題も解きやすかったかなと思う

6.幼児クラスのレクについて
・楽しかった、良かった(10)
・体操が可愛いく、成長が見られた(3)
・スティッチ体操がかわいかった。子どもも大好
きなようだった

・子どもが知っている体操だったので、元気よく
動いているのを見られて良かった

・長過ぎずに良かった
・簡単なもので良かった
・走ったりする内容だと、参加出来なかった(妊
娠中の為)が、激しくない内容で良かった。

・シンプルだったけど、去年のじゃんけん列車よ
りごちゃごちゃしなくてよかった

・意外と子どもは楽しそうにやっていた
・先生方が本気で、ものすごく良かった
・参加はしていないが(乳児クラス)、子ども達
も楽しそうで盛り上がっていて良かったと思う

・子どもが興味津々で見ていたので、来年一緒に
やるのが楽しみ

・もう少しレクリエーションの時間をとってもよ
いかなと思った(3)

・1 回戦で終わりではなく( 子どものリクエスト
で 2 回戦までやっていたが )3 回戦くらいやり
たかった

・あっさりしていた
・もうひとつくらいやってもよいかなと思った
・あまり面白くなかった。ただしゃがんでいるだ
けで、よくわからなかった

・子ども達が何かをするというより先生達が頑
張った感じだった(3)

・前回等のフラフープくぐりと比べると、明らか

にレベルが低く、先生が走っただけで親子が
参加している感、達成感が全く無かった

・昨年の方が親子でやった感があったと思う
・もう少し難易度が高い内容でも良かった(3)
・もう少し子どもも動いて参加できるレクがよか
った(2)

・もう少し工夫が欲しかった。例えばロープくぐ
りであれば、「前列の親子がくぐったら次の親
子が飛ぶ」 など。やはり運動会もそうだが、子
どもの成長も見られる場面なのでお願いした
い。安全を第一に、というのは理解している
が、今回の親子レクは少々残念だった

・親子 +クラスの仲間と遊べるのがよい
・お弁当を食べたかったようで、やりたがらなか
った

・パパと子どもの走る競技などあると楽しさ UP
かもしれない

7.自由意見
・安全に、気持ちよく、楽しく過ごせて楽しかっ
た(5)

・毎年親子ともに遠足に行くのを楽しみにして
いる(2)

・初めての遠足で子どもは抱っこばかりだった
が、一緒に参加出来て良かった

・初めての遠足だった。来年はもっともっと楽し
めると思う

・チューリップや花々がきれいな時季で、季候も
良く良かった(2)

・天気も午前中ギリギリもって良かった(2)
・良い天気のなか、子どもが楽しそうにラリーを
したり、お花を見たりしていて良かった

・天気も良く、進行もスムーズだったと思う
・時季が良く天気にも恵まれ、らいおんぐみにと
っては良いと思う

・現地集合現地解散はありがたかった
・電車の時刻表や、駐車場の金額が事前にわか
り助かった

・友達同士楽しそうに走り回っていて、親子どち
らも楽しかったし、ありがたい行事だ(2)

・お弁当のシールを貼るのが楽しかったようだ
・スティッチ体操が可愛い過ぎて、帰ってから何
度も動画を観返した。ぜひまた踊ってほしい

・普段、お弁当を作って出かける事がないので、
前日も当日朝もどうしよう?!とバタバタしてい
たが、外でお弁当を食べるのも楽しかったし、
他のご家族を見て「私たちも同じ家族なのだ
な」と改めて実感した。

・親同士の交流の場があるのは良い事(2)
・子どもはお土産も気に入っていた(2)
・小学生の子どもにもお土産を用意して頂いて
すごくありがたい

・忙しい中、準備等ありがとうございました(10)
・楽しい遠足をありがとうございました(4)
・先生方大変お疲れ様でした(2)
・行事があるたび先生方は準備で大変だと思う
・大変だとは思いますが、今後も楽しみにしてい
るのでよろしくお願いします(3)

・時季ががいい分、人が多く混んでいる
・写真入れを楽しみにしていたので残念
・たまには違う場所もいいかなと思う
・最初の集合(出発 )の時に、簡単にでも参加
園児(先生も)の自己紹介があったら、もっと
親睦が深まったと思う。特に新しいおともだち
の顔と名前がわからないし、パパ達は先生の
事を知らないと思うので。誰がぺんぎんぐみか
わからず歩いていた

・クラスで先生を真ん中にしてお弁当を食べる
のも面白いかなと思った

・集合写真をクラスごとに撮れたら思い出にな
ると思ったので、検討していただけると嬉しい

６月の予定６月の園だより

衣替えについて

日に日に暑くなり、

子どもたちも水を触ったり

汗をかいたりして、着替えをする回数

が増えています。園にある服を夏服に

して、十分な着替えの用意をお願いし

ます。またこの機会に、名前が消えてい

ないか確認しておいてください。

①停車している自転車が転倒して、前部の幼児座席に乗っている子供が頭部を負傷する

事故が多く発生しています。

②自転車乗車時はヘルメットを着用させましょう。帽子は代わりをつとめるこ

とができません。

③ヘルメットは、SGマーク等安全規格が付いたものを着用させましょう。

④着用する場合は、あごひもは正しく締めるなど使用上の注意事項を守り

ましょう。誤ったかぶり方では事故時に役に立たないこともあります。

東京都生活文化スポーツ局より


