
園長 榎本恵美子

※今月の保育料引落し日 ７日～１０日となります。 

今月は、遠足代も一緒に引落しとなりますので、前 

日までに、残金をお確かめの上入金お願い致します。 

「おいもほりと笠松運動公園」 

一家庭バス代 4,800 円（大型バス５台）お芋の苗代６00

円となります。収穫の秋を見つけに行きましょう。 

※令和２年度・1 号認定願書受付 11 月 1 日より 
1 号認定入園願書配布が始まっています。 
２・３号認定入園相談は、11 月 1 日から日立市役所

子ども施設課にて始まります(^^♪ 
 

 

 

※お習字について 

きく組さんは、11 月からお習字が始まります

ので、運動会が終わってから注文のご案内を致し

ます。購入ご希望の方は、注文書に記入し現金を

添えて園に提出下さい。（注文書は後日） 

また、まつぐみさんも単品注文ができます。 

＜お習字の準備＞・お習字道具一式（園に置く）  

毎回持ってくるもの・お習字用スモック・ぞうき

ん 1 枚・ポケットティッシュ 1 個・新聞紙 1 枚・

大筆・小筆をお手提げに入れて持ってくる 

忘れ物の内容に、お習字を入れる手提げを   

作ってください。詳しくは、後日別紙にて。 

暑い日があったり寒い日があったり、寒暖差に驚く毎日で

す。お天気の日には、朝夕のさわやかな風に、秋の気配が感

じられるようになりました。子どもたちは、運動会に向けて

元気いっぱい楽しく活動しています。心も体もよりいっそう

大きく成長していけるよう取り組んでいます。当日は、がん

ばった子どもたち一人ひとりにたくさんの拍手をプレゼン

トして下さい。運動会の日は、全園児おやすみなく参加でま

すよう、お家での休息時間を充分に作ったり、おいしいもの

を食べたりして体調を崩さないように体調管理をお願いし

ます。今月から衣替えとなります。冬服登園で 

お願い致します。黒のハイソックスになります。 

 

 ＜11 月おもな行事予定＞ 

☆入園願書受付１日（金）９時～  １号認定園児休園になります。 

☆影絵観劇・園児のみ・市民会館１１日（月）園規定制服登園 

 ☆運動会について 

園児 ８時４5 分集合 9 時開会式 
保護者の方の入場座席とりはありません。抽選番号にお座りください。 

運動会振替休日 1０月７日 1 号認定休園・預かり保育あり 2・３号平常 

☆10 月１日衣替えが始まります。 



 

 

本日、プログラムを１家庭１冊お渡しいたします。 

交流センター駐車場は体育館裏をお借りしていま

す。当日＜駐車許可証＞を忘れずに運転席前のフロ

ントガラスにおいてください。また、警備員・役員

さんの誘導に従って縦列駐車でおとめ下さい。 

水木交流センターでのルールが守れないと、これ

から園行事等で交流センターの駐車場をお借りす

ることができなくなりますので、事故や他の利用者

の皆様のご迷惑にならないように、警備員さん・係

りの方の誘導にご協力お願い致します。 

・閉会式午後２時から 終了後解散予定です｡ 

・当日 2 階は使用機禁止！保護者席は 1 階のみとな

ります。但し、入場者数によりその限りではありま

せん。その都度、放送いたします。 

・館内は、全館禁煙・食事は運動会の今回のみ OK

となります。ご協力よろしくお願いいたします。 

・親子競技もありますので、体育館用上靴、運動し

やすい服装でご参加ください。 

・3～5 歳園児縦割り２チーム又は３チームに分かれ

て競技を行います。年長児は、年中・年少児をリ

ードしながら練習をしています。勝ち負けではな

く、おのおのの気持ちを１つにして、みんなでゴ

ールをめざす素晴らしい経験です。みんなで力を

合わせることの大切さを運動会の練習からたくさ

ん学び忘れないで欲しいと願っています 

 たくさんの拍手や声援で応援をお願い致します。 

運動会について 
係りの方 8 時 30 分集合 

園  児 9 時 15 分集合 

保護者の方の体育館への入場座

席とりは、9 時からとさせてい

ただきます。それまでは、体育

館内は準備をしています。 

また、今年度も振替休日はあり

ません。10 月 11 日から衣替

えと平常保育が始まります。 

水木交流センター 

秋まつり参加１０月２９日（日） 

10 時～おみこし予定 

11 時からステージ発表予定 

実りの秋・食欲の秋・収穫の秋・芸術

の秋・・いろいろな秋がありますね。

毎年行っている秋まつりのイベントに

今年も子どもたちのおみこしとダンス

でお祭りを盛り上げたいと依頼があり

ました。地域活性化のためにお役に立

てればと思っています。皆様のご協力

お願いいたします。 

集合場所 水木交流センター 

集合時間 後日連絡 

服  装 園規定制服 

持 ち 物  水筒等 

 

   

もう一度、先日お渡しいたしました、運動会の「お知

らせ」を見直し確認をお願い致します。 



カレンダー 
切り取って見えるところにお貼りください 

 1 (火) 2 (水) 3 (木) 4 (金) 5 (土) 6 (日) おやくそく 
 リリー専門学校実習生  

(1 名) 

10/1～10/29 

○水 リトミック・体育あそび 予行練習 

○学 リトミック・体育あそび 

 

運動会準備 運動会 
9:00～12:30 

 園児園庭に 

 8:45 集合  

運動会 

（雨天順延） 

 

運動会の練習を 

最後まで頑張り 

ましょう。 

7 (月) 8 (火) 9 (水) 10 (木) 11 (金) 12 (土) 13 (日) おやくそく 
1 号:認定：休園 

2･3 号：通常保育 

 

○学 学研まなびタイム 

 

ｗakaba club 

バレエ・剣道 

 
○学 リトミック・体育あそび 

○水 学研まなびタイム 

ちびっこあつまれ 

 

お誕生日会 

身体測定 

 

令和２年度新入園児 

見学会・説明会 

10：30～ 

 

 

 

 

後片付けをきち

んとしましょう。 

14 (月) 15 (火) 16 (水) 17 (木) 18 (金) 19 (土) 20 (日) おやくそく 

体育の日 

 

○学 学研まなびタイム 

お茶のお稽古 
 

 

バレエ・剣道 

○水 リトミック・体育あそび 

◎お弁当の日 

 

ｗakaba club 

○学 リトミック・体育あそび 

○水 学研まなびタイム 

 

 

避難訓練 

お習字 

 

 
 

 

正しい姿勢で 

お話しを聞きま

しょう。 

 

21 (月) 22 (火) 23 (水) 24 (木) 25 (金) 26 (土) 27 (日)  おやくそく 

１3 時 0０分降園 

○水 学研まなびタイム 

○水 英語であそぼう 

 

即位礼正殿の儀 

 

バレエ・剣道 

○水 リトミック・体育あそび 

 

○学 リトミック・体育あそび 

○水 学研まなびタイム 

 

※体操服登園日 

秋の親子遠足 
おいもほりの後 

笠松運動公園へ 

雨天時は 

ｱｸｱﾜｰﾙﾄﾞ大洗水族館

の予定 

 
 

 

手洗いうがいを

きちんとしまし

ょう。 

 

28  (月) 29  (火) 30 (水) 31  (木) １１/1 (金) 2(土) 3 (日) おやくそく 
１3 時 0０分降園 

○学 英語であそぼう 

尿検査（1 次） 

お茶のお稽古 

 

ｗakaba club 

 

バレエ・剣道 

○水 リトミック・体育あそび 
○学 リトミック・体育あそび 

 

願書受付開始 

9 時より 
1 号:認定：休園 

2･3 号：通常保育 

  

文化の日 

 

 

 

いろいろなお店

を見つけて話し

合いましょう。 

 

月 10 

 

 

２０１９年  令和元年 

 



令和元年度 水木わかば幼稚園事業計画 

① 内装床張り替え工事及び水道・トイレ整備工事の様子 

② 工事期間が延びています。外構工事終了まで含むと 10 月いっぱいかかる予定です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令和元年度 学びの森わかば園事業計画 

① 先日 3 連休を利用して、テラスのペンキをぬりました。ピカピカで気持ちよくなりました。 

② 裏山の園庭整備工事 9 月 25 日から約１ヶ月・・・どんぐり・栗・バッタなどの昆虫・自然観察 

③ 白塚運転手さんの野菜作り、子どもたちも楽しく観察して野菜等の名前を覚ています。 
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