
Ｈ30.9.1 

認定こども園 深江幼稚園 きりん・うさぎ・りす組 

 

 

  

 

 

        認定子ども園 深江幼稚園 きりん・うさぎ・りす組 

 

 

ススキの花言葉は、活力。ススキの生命力の強さに由来します。ススキのように子どもたちの生きる

力、伸びる力を大切にしたいですね。 

 2 学期は運動会を皮切りに行事がたくさんあります。行事を通して、みんなで力を合わせることの 

大切さや、諦めない心を感じることができればと考えています。ご協力・応援よろしくお願い致しま

す。                                

 

 

 

 

 

きりんぐみ うさぎぐみ りすぐみ 

＊２学期が始まったことを知り、

心新たに頑張ろうという気持ち

を持つ。 

＊お誕生者は自己紹介を頑張り、

みんなで楽しくお祝いする。 

＊運動会に向けて練習を頑張り、

みんなで協力する心や諦めない

心を育てる。 

＊年中児と力を合わせてマーチ

ングの練習に取り組む。 

＊運動会では、練習の成果を発揮

し、楽しさや達成感を味わう。 

＊おじいちゃんやおばあちゃん

への敬いの心を育てる。 

＊避難訓練に参加し、正しい避難

の仕方を身につける 

＊始業式に参加し２学期が始ま

ったことを知り、２学期も頑張ろ

うという気持ちを持つ。 

＊お誕生者は自己紹介を頑張り、

みんなで楽しく出し物を披露し

お祝いする。 

＊運動会に向けて練習を頑張り、

みんなで協力することや、諦めな

い心を培う。 

＊年長児と心をひとつにマーチ

ングの練習を頑張り、元気いっぱ

い披露する。 

＊運動会ではみんなで力を合わ

せて頑張り、練習の成果を堂々と

披露する。 

＊おじいちゃんおばあちゃんを

敬い、感謝する。 

＊避難訓練に参加し、正しい避難

の仕方を知る。* 

*２学期が始まったことを知り、

頑張ろうという気持ちを持つ。 

＊お誕生者は自己紹介を頑張り、

みんなで楽しくお祝いする。 

＊運動会に向け、楽しく練習に取

り組む。 

＊運動会では、練習の成果を発揮

し楽しい運動会にする。 

＊おじいちゃん、おばあちゃんの

日があることを知り、敬い感謝す

る。 

＊避難訓練に参加し、正しい避難

の仕方を知る。 

 

９月の園だより Ｈ30.9.1 

今月の主題…楽しい運動会 

目標 ＊夏休みの楽しかった思い出や、経験を話したり発表する。 

   ＊誕生日に参加して成長した喜びを知り、自己紹介を頑張る。 

   ＊みんなと運動する喜びを味わい、また決まりを守り耐える力や協力する心を育てる。 



 

 

 

 

 

＊体操服を注文され

＊汗をかきますので、毎日着替えとお茶を持たせてください。

＊29 日

＊運動会の練習で家に帰ると

 早目の就寝などよろしくお願いいたします。

＊9月 4

 が来られます。よろしくお願いいたします。

＊9月 27

＊10 月

 

 

           

      

      

1 日

6 日

７日

８日

12 日

17 日

18 日

24 日

26 日

29 日

    

＊体操服を注文される方は

＊汗をかきますので、毎日着替えとお茶を持たせてください。

日(土)は運動会準備の為お迎えを

＊運動会の練習で家に帰ると

早目の就寝などよろしくお願いいたします。

4日～9月 20 日まで松本悠沙さん

が来られます。よろしくお願いいたします。

27 日（木）～

月 13 日(土)、14

           

         優秀賞 

         佳作   

日(土)   誕生会

日(木)   職員会議

※17 時

お願いします

日(金) 避難訓練

日(土) 自由登園

日(水) PTA 役員会

日(月) ㊗敬老

日(火) 紙製容器包装収集日

日(月) 振替休日

日(水) 運動会予行練習

※19 時

日(土) ※運動会準備

     までのお

す。 

る方は 5日(水

＊汗をかきますので、毎日着替えとお茶を持たせてください。

は運動会準備の為お迎えを

＊運動会の練習で家に帰ると『疲れた・・・』などと疲れを見せることがあるかと思います。

早目の就寝などよろしくお願いいたします。

日まで松本悠沙さん

が来られます。よろしくお願いいたします。

日（木）～28 日（金）深江中学校職場体験の方が来られます。よろしくお願いします。

14 日(日)は、きりん組がお祭り

            第 42 回住友生命

  りす組    下田

   きりん組  吉田

誕生会(7・8・9 月生

職員会議 

時 30 分までのお

いします。                

避難訓練(火災) 

自由登園日 

役員会(20 時～

敬老の日 

紙製容器包装収集日

振替休日 

運動会予行練習 

時 30 分～親子踊

運動会準備の為、

までのお迎えをお

 

水)までにお知らせください。

＊汗をかきますので、毎日着替えとお茶を持たせてください。

は運動会準備の為お迎えを 17 時までにお願いします。

『疲れた・・・』などと疲れを見せることがあるかと思います。

早目の就寝などよろしくお願いいたします。

日まで松本悠沙さん(実習生

が来られます。よろしくお願いいたします。

日（金）深江中学校職場体験の方が来られます。よろしくお願いします。

は、きりん組がお祭り

回住友生命こども

下田りょうとくん

吉田なおふみくん

通常保育

月生まれ) 

までのお迎えを

               

～) 

紙製容器包装収集日 

親子踊り練習 

、17 時 

えをお願いしま

お知らせとお

までにお知らせください。

＊汗をかきますので、毎日着替えとお茶を持たせてください。

時までにお願いします。

『疲れた・・・』などと疲れを見せることがあるかと思います。

早目の就寝などよろしくお願いいたします。 

実習生)、9月 4日～

が来られます。よろしくお願いいたします。 

日（金）深江中学校職場体験の方が来られます。よろしくお願いします。

は、きりん組がお祭り(マーチング

こども絵画コンクール

とくん 

なおふみくん       

通常保育 

9 月 30 日(日

10 月 1 日(月

       

       

6 日(土

7 日(日

13 日(土

         

 

 

＊スイミング

＊英語で遊ぼう

＊体育教室・・・

＊そろばん・・・

らせとお願い 

までにお知らせください。 

＊汗をかきますので、毎日着替えとお茶を持たせてください。 

時までにお願いします。 

『疲れた・・・』などと疲れを見せることがあるかと思います。

日～9月 18 日まで泊美瑳さん

日（金）深江中学校職場体験の方が来られます。よろしくお願いします。

マーチング)に参加します。

コンクール 

日) 第 40 回運動会

月) 代休(バスはでません

1 号認定・・・

       2 号・3 号認定

       給食、おやつあります

土) 高齢者との

日) 町民体育祭

土)・14 日(日) 

         

スイミング(水)・・・5

ぼう(金)・・・

・・・6 日、13

そろばん・・・毎週（月

『疲れた・・・』などと疲れを見せることがあるかと思います。

日まで泊美瑳さん

日（金）深江中学校職場体験の方が来られます。よろしくお願いします。

に参加します。 

回運動会 

バスはでません) 

・・・代休です

号認定・・・通常保

おやつあります

との集い 

町民体育祭 

 お祭り参加  

         (きりん組) 

5 日、12 日 

・・・7 日、14 日、

13 日、20 日、

月）、（木） 

『疲れた・・・』などと疲れを見せることがあるかと思います。 

日まで泊美瑳さん(実習生) 

日（金）深江中学校職場体験の方が来られます。よろしくお願いします。 

 

です。 

通常保育 

おやつあります。 

   

 

、21 日 

、27 日 



               うさぎ組  伊藤みおちゃん       入選おめでとう‼ 

りす組    高原みつきちゃん 


