
   

 

2・16 日（金） 英語で遊ぼう(4・5 歳児) 

7・21 日（水） おひさま号巡回 

8 日（木）    ほかほかあったかサロン 

9 日（金）    きりん組 親子バス遠足 

13 日（火）    お弁当の日 

14 日（水）    絵画の日(4 歳児) 

14・28 日（水） 子育てサロン 

 15 日（木）  七五三参詣 恵蘇八幡（きりん組） 

 

 

 

 

 

 

 

☆10 月の行事☆ 

 日 月 火 水 木 金 土 

 1 衛生検査 2 

第 2回  

リハーサル 

 

3 

おひさま号巡回 

 

4 

就学前健診 

（大福・朝倉東小） 

5 衛生検査 6 ☆第 37 回 

運動会 

 8 時 30 分開会 

7 8  体育の日 

 

 

9 

お弁当の日 

※今月より、おかず

の入ったお弁当の日

が始まります!! 

10 

絵画の日(4歳児) 

停電点検 

6:30～7:40 

子育てサロン 

17：00～18：00 

11 

ほかほかあったか

サロン  

17：30～18：30 

12 衛生検査 

避難訓練 

 

13 

個人懇談 

☆以上児 9：30～ 

☆未満児 13：30～ 

14 

 

15 衛生検査 

🌼わくわくデー 

16  

 

17 

おひさま号巡回 

 

18 

お楽しみ会 

給食会 

19 衛生検査 

英語で遊ぼう 

（5 歳児） 

米飯給食 

20 

身体測定 

 

21 22 衛生検査 

グリーン 

あさくら見学 

（5歳児） 

23 

 

24 

☆歯科検診 

11：00～ 

子育てサロン 

17：00～18：00 

25 

絵画教室 

 (5歳児) 

☆内科健診 

以上児 12：30～ 

26 衛生検査 

 

27 

朝倉地域 

文化祭 展示 

28 29 衛生検査 30 

☆内科健診 

未満児 12：30～ 

31 〇朝食を食べて登所しましょう♪ 

  

 

☆お知らせとお願い☆ 

・10 月 25 日(木)と 30 日(火)は、内科健診になって

います。 北野先生のご都合により、以上児クラス、

未満児クラスの 2 日間に分けて行います。都合が悪い

方、また、病気治療中の方も担任までお知らせ下さい。 

・24 日(水)は、歯科検診になっています。 

※ 健診日にお休みをされますと、嘱託医の病院へ受

診をお願いする事となります。なるべくお休みを

されないようにお願いします。 

10 月 6 日（土）は運動会です！！ 

 当日は、8 時 30 分より開会式を始めますので、8 時 15 分までに各クラスへ登所をお願い致します。 

0・1 歳児の保護者の方は、子どもさんと一緒に運動場入場門、クラスのプラカードのところにお並び下さいます

ようご協力お願い致します。服装は、ご案内でお知らせしていましたように、以上児は、体操服上下にカラー帽子。

未満児は動きやすい服装に 1，2 歳児はカラー帽子でご参加ください。保護者の皆様も動きやすい服装でご参加く

ださい。プログラムの途中に水分補給の時間を設けています。また、車の駐車につきましては、第 1・2・3 駐車

場に係員の指示に従って周りの方のご迷惑にならないよう、1 家族 1 台の車で乗り合わせて頂きますようご協力を

よろしくお願い致します。 

※子ども達の頑張りに温かいご声援をよろしくお願い致します。  

13 日（土)は、個人懇談があります。 

保育所での生活・成長の様子を担任と保護者の方へ 

お話しする機会(お一人 15 分程度)を持ちたいと思います。 

お忙しい事とは存じますが、どうぞご参加ください。 

９日（火）の朝に個人懇談、希望時間の記入用紙を 

クラスのお知らせボードに貼っておきます。 

ご記入をよろしくお願い致します。 

 心も身体も躍動する季節になりました。運動会に向けてお家の方に見て頂きたいと楽しく

又、意欲的に練習をしています。子どもさんの成長を見て頂くだけでなく友達同士で互いに

協力しあっていく姿を見て頂きたいと思っています。 

早寝早起き朝ごはんで体調を整えて元気に過ごしましょう。 

☆11 月の行事予定☆ 

19 日（月） 米飯給食 

19 日（月）  尿検査（配布） 

20・21 日  尿検査（回収） 

20 日（火） 身体測定 

21 日（水） 観劇会「はなさかじいさん」 

27 日（火） 生活発表会 第 1 回リハーサル 

 28 日（火） 二次尿検査（配布） 

 29 日（水） 二次尿検査（回収) 

ひろにわっこ 10 月 
 

老人クラブの方・食材を届けて下さる

業者の方との交流をします。 

朝、8:30 までの登所をお願いします。 

運動会に向けて ☆お知らせとお願い☆ 

※運動会の練習が始まっています。朝、９時までの登所をお願い致します。 

欠席される場合や遅れられる場合は、連絡をお願い致します。 

※2 日(火)は第 2 回目の運動会リハーサルになっています。 

朝、8 時 30 分までに動きやすい服装、靴で登所してください。 

第 2 回目のリハーサルは当日と同じように行いますので、クラスのカラー 

帽子をかぶり、3 歳以上児クラスは体操服の上下でお願いします。 

※「草取りありがとうございました。」運動会前には、草取りありがとう 

ございました。お陰様でで、気持ちよく運動会の日を迎えることができます。 

🌼 お 知 ら せ 🌼 

✿9 日よりひよこ組に石井たけるさんが、15 日よりらいおん組に

古賀ともひろさんが入所されます。よろしくお願い致します。 

✿10 日、7 時 40 分まで九州電気保安協会と九州電力の 

停電点検があります。ご迷惑をお掛けする事もあるかと 

思いますが、ご協力を宜しくお願い致します。 

2018 年 10 月号 ひろにわ保育所 

ひよこ組  5 名    ぱんだ組   17 名 

くま組  17 名  らいおん組  22 名 

りす組  17 名  きりん組    21 名   計 99 名 

H.P 社会福祉法人 あさくら会  (asakurakai.or.jp) 

TEL52-3222 Fax 52-3238   編集 渋谷直美 

初めて行いました、保育・プール参観ありがとう

ございました。開放的に楽しく過ごす子どもさん

の様子を見て頂けたことを嬉しく感じておりま

す。また、子育て講演会では約 50 名の方々が様々

な事を思い浮かべながら聞いておられました。 

ご参加ありがとうございました。 

 

※日程は未定ですが、避難訓練、 

絵画教室があります。 


