ひかり幼稚園
行事 予定
９月
１日（木） 始業式・11時降園
２日（金） 14時降園
お弁当始まり
６日（火） 誕生会
７日（水） 園庭開放
12日（月） お話し会・８月分諸経費納口 座引落
15日（木） 来年度入園申込書（願書）配 布開始
21日（水） 園庭開放
22日（木） 来年度入園説明会・園内見学
24日（土） 年少組運動会（雨天決行）
年中・年長組はお休み
27日（火） 避難訓練・消防車来園
８月20日には年少組の保護者のみなさんが、猛暑の中で環境
整備をしてくださいました。 ありがとうございました。

○パ ンと牛乳代改 定のお知ら せ
11月 より の値 上に とも ない 、同 月よ りパ ンと 牛乳 代を
月額 160円から 180円に値 上げさせて い
ただきます 。ご了承ください。

〇入 園のお知らせ
ひよこ組

家 庭内 感染 が 急激 に増 えて いま す。 家族 を
含 めての健康管 理をお願い いたします
第七波は、 家庭内・ 子どもたち への感染 が急

岸本瞬く ん・久保結平くん・桑鶴陸く ん（6月入園）
山縣陸玖 くん・野村心晴さん（7月入園 ）
寺田陽葵 さん（8月入園）

激に 広がっています。

藤原琉飛くん・岡田怜奈さん・城内琴乃さん（9月入園）

毎 日の健康チ ェックは 、園児だけ でなく、 ご家

ことり組

族の健康管理をお願いします。毎朝の体温検査 を必ず行っ

聞心 （もんし ん）

て登 園し てく ださ い。 発熱 や咳 、喉 の違 和感 、倦 怠感 や
味覚 ・嗅 覚症 状な どが ある 場合 は、 登園 せず 、た だち に
医療機関を受診してください 。
ご 家族 が濃 厚接 触者 とな られ 、お 子さ んへ の感 染が 心
配さ れる 場合 は登 園を お控 えい ただ き、 経過 観察 の後 、
感染 症状 が見 られ ず、 家族 の感 染が 無い こと が判 明し て
から登園してください。

荒巻 奏向くん（8月入園）

あゆの放流に行 く前日に「雨が降ったら、カッパを持っ
てきてね」 と話をしました。
当日 、大 雨に なり 残念 なが らあ ゆの 放流 には 行く こと
がきません でした。
する と、Ｈち ゃんが 「あ～あ 、カッパ みた
かったな― 」
とつぶやき ました。

○運動会につ いて
年 少組 は２ ４日 （土 ）に 幼稚 園、 年中 ・年 長組 は１ ０

Ｈち ゃんはカ ッパを もってく ることを カッ
パを見に行 く勘違いしたのでしょうね。

月１日（土）に畑賀小学校で 運動会を開催いたします。
午 前中 は年 中組 、午 後か ら年 長組 の入 れ替 えと なり ま
す。３密を避けるためですの で、ご了承ください。
ま た、 いろ いろ と遵 守し てい ただ くこ とが あり ます の
で、お手紙でお知らせいたします。よく読んで トラブル・
事故 の無 いよ う進 行で きま すよ うご 協力 をお 願い いた し
ます。
感染 状況 によ って は、 予定 を変 更す る
場合もありますので、ご了承 ください。

【Ｐａｒｔ ２】
製 作のあ さがお の葉っ ぱに、 葉脈が ある
こと を知ら せた時 のこと です。 絵を見 せ、
葉っ ぱの中 にある 線は何 か聞い たとこ ろ、
Ｔく んが「 はい、 こんに ゃく」 と答え てく
れました。
「 よう みゃ く」 と「 こん にゃ く」 は音 の響 きは ちが うけ
ど、とって もかわいい間違いで、みんな 大笑いでした。

