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キリンだより 

担任 斉藤 奈々 

 

今月の目標 

・友達や異年齢児と関わりながら、夏の遊びを十分楽しむ 

・みんなで一つのことに取り組む楽しさを味わう 

マーチングの練習頑張っているよ！ 

キリン組のお友達は、マーチングで挑戦するピアニカの練習を一生懸命頑

張っています！「１２３４！」と大きな声を出し、音楽に合わせてピアニカ

を吹いています。難しい所があると、「できなかったからもう一回やりたい」

と自主的に練習する姿が見られるようになりました。たくさん練習を重ね、

曲の最後まで続けられるようになると、「やったー！」と達成感を味わってい

ます。初めて持つカラーガードには、苦戦している姿が見られましたが、諦

めずに練習を重ね、曲に合わせて動かせるようになりました。「素早く動かし

たほうがかっこいいよね！」と子ども達で話し合いながら練習をしています。

隣のライオン組から聞こえてくるたくさんの楽器の音に刺激を受けながら、

完成に向けて頑張っています！ 

 

 

 

 

 

 

 

組体操の練習が始まりました！ 

７月から、ライオン組さんと一緒に組体操の練習が始まりました。今年は

感染症予防の為、一人技のみの組体操ですが、かっこよく技を決める！とみ

んな意気込んでいます。簡単そうに見える技も、実際にやってみると意外と

難しいことが分かり、普段の体操教室以上に一生懸命取り組んでいます。バ

ランス力も身に付き、片足でのバランスや V 字バランスが上手に決まるよう

になってきました。大縄跳びの練習も始まり、大きな縄にぶつからないよう

にタイミングを見て跳びこむことを練習しています。縄にぶつかりそうで怖

がっていたお友達も、てっちゃん先生の「はいれー！」の声に合わせ縄に跳

びこめるようになってきました。お友達同士、声を掛け合い励まし合って頑

張っています。 

 

ペンギンだより 

担任 宮里 こはる   

関 まどか  

担当 中尾 綾 

吉川 恭子 

今月の目標 

・水や砂などの感触を味わい、楽しく遊ぶ 

・保育者に手伝ってもらいながら、衣服の着脱をしようとする 

お外が大好き！ 

 ペンギン組のお友達はとにかく、お外で遊ぶことが大好き！暑い日が続いている

時は、水遊びを楽しんでいます！お散歩では虫や植物、通り過ぎる車を見たり、地

域の人に挨拶をしたりすることも大好きで、地域の人に会うと、保育者の「こんに

ちは」の後に「わー」と挨拶する姿も見られるようになりました。最近では、お散

歩中に虫の鳴き声に耳をすませて、先生達と「なんの虫かな？」とお話しを楽しん

でいます。お散歩中は、今まで保育者と手を繋いでお散歩を楽しんでいましたが、

最近では、お友達と上手に手を繋いでお散歩に行けるようになりました。お家でも

お散歩の際は、子どもと手を繋いでお散歩を楽しんでみて下さい♪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七夕 

 七夕では製作に取り組みました。織姫と彦星、すいか、吹き流しを作りました。

織姫と彦星は、足型にチャレンジ！すいかは、種を指スタンプで作りました。吹き

流しは、上の部分に星型の折り紙を貼りました。少しずつ、指先に力がつき、小さ

いものや細かいものをしっかり持てるようになって、製作も集中して取り組む姿が

見られるようになりました。この時期は指先の力が発達する時です。お家でも、洗

濯ばさみや小さい物をつまむようなおもちゃで遊んでみて下さい。 

順番に、お友達を替え
て手を繋いでいるよ★ 

冷たくて気持ちいいね♪ 

7月 7日はみんな
で笹の葉の前で集合
写真を撮りました！ 

絵の具の感触が不思議だった
のか、目をまん丸くしていま
した！ 

綺麗な朝顔が
咲きました！ 

 

ライオン組さんは、お友達と植えた夏野菜が大きくなるのを観察したり、収穫を楽しんだり、時には味わったり

しています。それらを見守るひまわりも咲き、その種を食べようと、鳥たちも楽しみにしているようです。皆でひ

まわりの種を蒔く頃、朝顔の種も一緒に蒔いています。ひまわりは昨年採っておいた種や、新しく買った物を蒔い

ていますが、朝顔は 10年前に開園したときから、毎年子ども達と種をとったものを蒔き続けています。少しずつ

花が小さくなっていますが、とても思い出深いものです。それは開園当時の事、わかば会の初代理事長熊井 茂先

生がなかよし農園を畑らしくする為、一生懸命耕して下さっていました。ある時、洋服のポケットから、大事そう

に取り出した物を、私に渡して下さいました。それは少し湿らせたティッシュに包まれた朝顔の種でした。そのや

さしさに感動したことを思い出しながら毎年咲かせて楽しんでいます。 

園 長  渡 部 容 子 

 

 

大縄跳び 

タイミングをよく見て

縄に飛びこみます！ 

風船 

体を反りながら、顔は空を見

るようにすると綺麗に技が

決まります！！ 



７月の食育活動では、ライオン組がおやつのとうもろこしの皮むきをし

てくれました。「草加なかよし保育園全員の今日のおやつだよ。」と伝える

と、「〇〇くんのとうもろこしの皮も剥くんだ！」と弟の分まで張り切る子、

「重いな～！」と、とうもろこしの重さや大きさに驚く子など、様々な姿

を見せてくれました。 

＜ 新型コロナウイルス感染症について ＞ 

 自粛期間があけてからも、新型コロナウイルス感染はまだ続いています。三密

を避ける、咳エチケット（マスクの着用）、３０秒手洗い・消毒の徹底を引き続き

よろしくお願いします。体調が悪いときは、すみやかに医療機関に受診してくだ

さい。感染の疑いや、濃厚接触者になった場合は、すぐに園までご連絡ください。

非常事態には草加市安心安全メールでのお知らせとなりますので、ご登録お願い

します。 

●安心安全メールの登録方法● 

   草加市では犯罪発生状況の他、事故や災害など様々な 

情報を配信しています。お仕事中でも手軽にリアルタイ 

ムな情報が手に入ります。是非ご活用下さい。 

QR コードを読み取り、空メールを送信して下さい。 

（草加なかよし保育園施設 ID： e0onw3 ） 

 

＜ その他に夏に流行る感染症 ＞ 

これらの感染症は飛沫感染と接触感染により広がります。コロナ対策同様しっ

かりとした手洗い、手指消毒が予防となります 

●ヘルパンギーナ● 

   急に高熱が出るとともに、口の中と喉の奥に赤い水泡ができます。のどの

痛みが強いため、水分がうまく取れず脱水症になることがあります。 

●手足口病● 

   手のひらや足の裏、口の中に赤い発疹や水泡ができます。痛みかゆみはあ

りませんが、口の中にできたものは痛い場合があります。 

 

給食だより           保健だより 

 

  

 

 

 

 

８月の予定・おたんじょうびのお友達 ★持ち物♪誕生日のお友達 
諸連絡 

 

★門の施錠について 

防犯対策強化、事故防止の為、9

時半から 1５時半まで、門の施

錠をしております。18時半以降

は門を自働施錠致します。恐れ

入りますが、施錠時間内に園に

出入りする場合は、インターホ

ンを鳴らして頂きますようお願

い致します。まだ門が開いてい

る時が見られます。必ず扉、門

を最後まで閉め、施錠をお願い

します。 

★お盆休みについて 

８月１１日（火）から１５日（土） 

はお盆期間の為合同保育となり 

ます。ご協力お願いします。 

★食育活動について 

19日（水）にすいかわりを行い

ます。お家にある水着を 17 日

(月)にお持ち下さい。 

★運動会練習について 

下記の日程で園外にて、運動会 

の練習を行います。 
５日・１７日→両新田小学校校庭 

２０日→谷塚文化センター 

８時３０分までに登園のご協力 

をお願い致します。８時３０分 

以降は９時までに直接会場まで 

お連れください。 

２７日→谷塚文化センター  

１５時まで練習を行いますの

で、16時以降にお迎えお願いし

ます。 

★実習生について 

学生が各クラスに入り勉強させ 

ていただきます。保育士育成の 

為、ご理解ご協力お願い致しま 

す。 

★幼稚部の主活動を受付に掲示 

しています。お子様の会話との 

一助としてご利用下さい。 

月 火 水 木 金 土 日 
  

１ 

避難訓練 

２ 

休園日 
 

３ 

個別面談週間 

※保育士体験 

 →中止 

４ 

英語指導（２～５才） 
 

５ 

運動会練習(幼稚部) 

(両新田小学校  8：30 登園 ) 

６ 

清掃活動 

７ 

体操指導（幼稚部） 

８ ９ 

休園日 

10 

山の日 

（休園日） 

11 

 

 

 

お盆期間合同保育 

12 13 

 

 

 
  

14 

  

15 

  

16 

休園日 

17 
運動会練習・音楽指導 

(幼稚部） 

 (両新田小学校  8：30 登園 ) 

★水着 

18 

英語指導（２～５才） 
 

19 

食育活動(すいかわり) 

※流しそうめん・保育

士体験→中止 

20 

クラス交流 

運動会練習(幼稚部) 

(谷塚文化センター ８：３０登園) 

21 

体操指導（幼稚部） 

★軍手・スコップ 

22 

なかよし広場 

→中止 

保育園見学 

子育て相談 

※要予約 

23 

休園日 

24 25 

英語指導（２～５才） 

大根の種まき 

26 

★集金 

27 

誕生日会 

運動会練習(幼稚部) 

(谷塚文化センター)  

28 

体操指導（幼稚部）  

29 30 

休園日 

31 

★集金 

※プール納め 

→中止 

 

  

 

 

♪みしな 

れんくん 

（４歳） 

♪しみずあさひくん（1 歳） 

♪とやまこうきくん（６歳） 

♪たてのはづきちゃん 

（５歳） 

♪まつおかなとくん（２歳） 

♪こぐちあおねちゃん 

（6 歳） 

♪ながくぼかなたくん（２歳） 
♪ねもとあおいくん（２歳） 

♪まつおここなちゃん（４歳） 

８月生まれのお友達 

おたんじょうび おめでとう★ 

★カレー作りを行いました★ 

 ７月１６日は幼稚部さんでカレー作りを

行いました。パンダ組さんには、たまねぎの

皮むきと枝豆を枝から外す等、手で行うこと

ができる作業、キリン組さんにはピーラーを

使ってにんじんとじゃがいもの皮むき、ライ

オン組さんは包丁を使って野菜を切る作業

をお手伝いしてもらいました。カレーライス

の作り方や道具の名前を教えてもらってか

らは、給食室に朝のご挨拶にきてくれるとき

に「ピーラーだ！」「おたまだ！」と調理室

の中に興味を持ち、お話ししてくれるように

なりました。 

ハウス食品さんからカレールウとカレー

パウダーのプレゼントも頂きました。カレー

パウダーは、ポテトサラダやチャーハンに入

れるといつもと違った雰囲気の一品になり

ます。ぜひご家庭でもお楽しみください。 

★歯科検診を行いました★ 

 ７月１日に歯科検診を行いました。子ども達は緊張し

ながらも、上手に待って検診を受けることが出来ました。

日頃、幼稚部さんの歯磨きの時間は「しゅわぴか はみ

がき」というアニメはなかっぱくんの曲に合わせてはみ

がきを行っています。保育部ではイルカぐみから自分の

コップで口濯ぎを行っています。 

 暑い夏は、スポーツドリンク等での水分補給も大切で

すが、多くの砂糖も含まれています。日常的に飲むのは

お茶や水がおすすめです。経口補水液という、塩分や糖

分を適量に含んだ飲料もおすすめです。適量をとりつつ

こまめな水分補給を進めていきましょう。 

４日（金）  清掃活動 

７日（月）  クラス交流 

１０日（木） 健康診断 

１５日（火） 食育活動 

 

１７日（木） 避難訓練 

       敬老の日お祝い 

３０日（水） 誕生日会 

       洋服持ち帰り 

 

９月の予定 

 

 

 


