
 

 

 

 

 

 

 

 

立冬を迎える

近づいていること

の枝を使ってケーキ

今月は、お誕生会・どんぐり拾いや芋ほり…行事も

字を出展し、

 

 

 

 

 

 

 

・地域の文化祭や産業祭に参加

し、ソーラン節を元気いっぱ

い披露する。

・どんぐり拾いへ出掛け、秋の

自然を感じながら楽しむ。

・避難訓練の大切さを知り、素

早く真剣に取り組む。

・お誕生会に参加し、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。

・消防署を見学し、消防署の仕

事について知り、働く人に感

謝の気持ちを持つ。

・発表会に向けて練習を頑張

る。
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＊お子様の持ち物全ての物に記名をお願い致します。
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・吉田 なおふみくん

・松島 あんりちゃん

・古瀬 とういちろうくん
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