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7月 の 予 定

2022年 二
〇6月 20日

(金 )三 宅先生の体操教室③④ ⑤
4日 (月 )鼓 笛指導③④⑤
8日 (金 )お 泊り保育⑤
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梅雨入 り以来、 ジメジメと蒸 し暑 い 日が続 いています が、そんな 中でも、子 どもたち
は元気いつぱいに遊んでいます。戸外 では隠れん ぼや遊具 あそび、室内では運動 あそ
びや ごつこ遊び、 と、 仲良 く遊ぶ姿が園 のあちこちで 見 られます。
この梅雨 が明けると、本格的な夏 がや つて きます。子 どもたちの大好 きなプールあ
そぴも始 まります。水分補給や紫外線対策な ど、健康 と安全 に気を付 けて、毎 日を楽
しく過 ご して まい ります。

ll日 (月 )鼓 笛指導③④⑤
13日 (水 )尿 検査再検査日③④⑤ 、音楽教室②③④⑤
先

19日

21日
24日
25日
27日

(火 )星 つ子の会読み間かせ③④⑤ わくわ く、きよみ保育園夏祭り
(木 ) 鼓笛指導③④⑤、英語教室 (清 見③④⑤ )
(日

)

(月

)

(水 )

28日 (本 )
29日 (金 )

パシフィックビーナスお出迎え⑤ ※希望者
鼓笛指導③④⑤
音楽教室②③④⑤
あきらちゃんジャンプ君コンサー ト 学童 (内・土)
あきらちゃんジャンプ君コンサー ト 本国・草壁

きよみ

※予定は変更 になる場合 があ ります。
※あきらちゃんジャンプ君 コンサー トは、 それぞれ回数 を分 けて行います。
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お 知 らせ コお 願 い
●尿検査再検査 日、 13日 (水 )に ついては、各 クラスで受け取 りを します。 8時 2
0分 までに提出 ください。なお、容器 は前 日12日 (火 )に 持ち帰 ります。

★☆

7月 7日 は 七 夕 の 日☆ ★

七夕は、織姫 と彦星が天の川で 一年 に一回だけ出会 える物語 です。
二 人は結婚 して以来、仕事 を怠けて、 二人 一緒 に遊んでばか りいま した。
織姫 の父は、その堕 落ぶ りに喝 を入れようと二 人を引 き離 し、天の川の両岸 に
れ離れに して しまいま した。 二 人は大いに反省 し、再会 を願 つて一生 懸命 に働 し
たため、 年 に一度、7月 7日 にだけ会 えることにな りま した。そ こか ら、願い
を短冊 に書いて笹 に結び つ けるという七夕の行事がで きた、 と伝 え られていま
お家でも、 お子さまとお話 した り、 お願 い事 を短冊 に書 いた りして、七タ
ベ を楽 しんで くださいね。

●お休みの連絡 は、給食の都合等もございますので、9時 までに連絡をお願い しま
す。

0汗 をよ くか く季節 にな り、お着替 えの回数 も増えています。大切な服が迷子 にな
らな いよ うに、子 どもの持ち物 にも名前 の記入があるか、今 一 度確認 をお願 いいた
します。 また、サ ングルについて も同 じものを履いているお友だちがいますので、
わか りやすい場 所 へ のお名前 の記入にご協力 ください。

03月 8日 (月 )〜 16日 (火 )ま で、一号認定 (幼 稚園籍 )の お友だちは夏季休
業 (夏 休み)に な ります。 2号 3号 認定 (保 育園籍 )の お友だちも希望保育 日とな
り、 ご両親 ともにお仕事や産前産後で家庭での保育が難 しい方の保育 をお受けいた
してお ります。予め ご了承 ください。

