
令和３年度 

６月めいまいピーノだより 
 
近畿地方は今年、21日も早い梅雨入りとなりました。緊急事態宣言が５月末まで   

延長となり、６月からは解除になって通常の園生活が送れるようにと祈るばかりです。

梅雨の季節は、雨の日に周りがよく見えず、ちょっとした気の緩みが事故につながり

ますので、登降園は十分注意してください。また、気密性の高い住居では、この時期

頭シラミが発生しやすいです。シャンプー後は頭髪をしっかり乾かし、髪に白く細長

いシラミの卵がついていないかよく見てください。また、引き続き手洗い・うがいを

徹底し「早寝・早起き・朝ごはん」や「野菜を中心とした健康的な食事」を心掛け、

免疫力をアップして健康な体づくりを目指してください。  

６月利用者負担額等納付金口座引落しについて 

6 月の納付金引落し日は６月 5 日(土)が土曜日のため７日(月)となります。手数料 10 円を  

足した金額を引き落とし日までに口座にご用意ください。※6 月から認定変更となり、         

短時間→標準時間に変更、2 号→1 号に変更となる方には、別紙で金額をお知らせします。     

※自動払込利用申込書の当園の口座番号が 7 月から変更になります。手続きは    

園で致します。変更前→14310-8980161 変更後 00910-6-197858 

七夕参観のお知らせ  

７月３日 (土 )は保護者の方と一緒に本物の笹に笹飾りを飾ったり、日頃

の日課の様子をご覧いただいたりする七夕参観を予定しています。密を避

けるよう時間を分けて実施します。コロナ感染状況によって変更となる場

合もございますので、また別紙でお知らせします。  

歯と口の健康習慣  

6 月４日～10 日は歯と口の健康週間で、歯や口の中の健康を見直す１週間です。乳児は    

虫歯になりやすく、進行も早いと言われています。大人になってもよい歯でいられるように、

乳児の時から歯磨きの習慣を身につけましょう。ご家庭での仕上げ磨きも大切です。    

仕上げ磨きの時間は、お子様にとって嬉しい親子のスキンシップタイムになりますし、   

上手に磨けた日はカレンダーに〇をつけると、励みになり、楽しく歯磨きができますね。 

爪の始末について  

お子様は、成長と共にお友達との関わりも活発になってきます。それに伴い、       

お友達と玩具の取り合い等の場面も出てくると、言葉よりも先に手が出て叩いたり

ひっかいたり等の行動が起こります。爪が伸びていますとお友達の顔に傷をつけた

りしますので、お子様の爪はこまめに点検して、いつも短く切っておいてください。 

夏季のお弁当について  

気温も高くなり、食中毒の流行する季節になりました。給食は衛生面も十分注意

していますが、お弁当も通気性を考え、必ず朝に加熱調理したものを入れ、まな板

の衛生にも注意してください。お弁当包みの中に保冷剤を入れる等の工夫をして  

いただくと安心です。  



  

✿は な 組 ・少しずつ園生活での決まりを知り、保育教諭や友達と過ごす。 

       ・友達と全身を使った運動あそびやリズムあそびに喜んで取り組む。 
 
☆ほ  し 組  ・保育室内の温度や湿度に気をつけながら、快適に過ごす。 

         ・梅雨の時期の草花や生き物に触れる機会を設け季節を感じる。 
  
☀おひさま組 ・園生活での約束事を知り、ルールを守って遊ぶ。  

・梅雨の生き物や自然に興味・関心を持ち、取り入れて遊ぶ。 
  

🌥そら    ・様々なものや遊びに興味や関心を持ち、自ら関わって遊ぶ。 

にじ組🌈 ・梅雨期の生活の仕方を知り、健康に過ごす。 

 

★６月の日課活動・歌 

クラス ひらがな 数 その他フラッシュカード ♪ 歌 ♪ 

そら・にじ な・は行 21～30 
虫・楽器・天気・部屋 

国旗(ヨーロッパ) 

とけいのうた にじ 

はをみがきましょう 

おひさま な・は行 21～30 
さのつく言葉・天気・ 

国旗(アフリカ)・お店 

とけいのうた にじ 

はをみがきましょう 

ほし か行 11～20 食べ物・おもちゃ・天気 
かたつむり かえるのうた 

あまだれぽったん 

はな か行 １～５ やさい・くだもの 
かたつむり かえるのうた 

あまだれぽったん 

   

★６月(水無月みなづき)の二十四節気ついて 

６月 ５日(土)…芒種(ぼうしゅ) 稲や麦など穂がある作物の種をまく季節 

６月２１日(月)…夏至(げ し)  １年でもっとも昼が長く、夜が短い季節 

★６月の味 

梅 (青梅で梅干しや梅酒を作ります)    6月 30 日(水)は、「夏越しの払え」と 

 新ジャガイモ さくらんぼ びわ    「嘉祥の日」にちなんで、おやつの時間に 

  はも あゆ               和菓子の代表ともいうべき「水無月」を 

水無月(和菓子)⇒            食べて、残り半年の無病息災を子ども達

と祈願したいと計画しています。子ども

達も甘さ控えめの和菓子が大好きです。 

 
 
 

 ６月の基本目標   

  
 

・ 友達を意識し、一緒に過ごしながら、関わり合うことを喜ぶ。 

・ 梅雨期の草花や生き物に関心を持ち、雨を通して、水の大切さを学び、 

自然現象の不思議さを知る。 



                    端午の節句の集い     

                        5 月 6 日(木)に全園児で 

「端午の節句の集い」を行い

ま                         ました。こいのぼりのお遊戯  

をしたり、出し物を見たり、 

乳児さんもにこにこ笑顔で 

集いに参加していました。 

                                                                                                                              

   

職員室だより 

                                   子ども達の毎日の生活は入園されてから 2ヶ月 

が経ちましたが、少しずつ成長されている姿を 

目にします。おもちゃで遊んだり、お友達と楽し

そうに話をしたりしています。雨の日の過ごし方

もそれぞれ工夫しながら保育をしていきます。 

6 月はお子様と一緒にふれあい遊びを計画して 

いますので、楽しいひと時をお過ごしください。 

園長 吉田 早知子 
  

はな組だより 

例年よりも早い梅雨入りとなりました。 

入園した頃とは様子も変わり、園生活の 

流れに慣れて来られ、子ども同士の関わ 

りも増え、微笑ましい場面も見られます。 

夏のような暑さを感じる日もあり、気温 

の変化が激しい日もあり体調を崩し易く 

なりますので、子ども達の体調には、 

よく注意してまいります。 
   
《はな組よりお知らせとお願い》 

はな組担任の藤田先生が体調不良のため退職することになりました。私達もとても 

残念に思っています。６月からは明舞幼稚園から経験豊かな松本先生がはな組にお手伝

いに来くださいますので、引き続き子ども達を温かく保育して参ります。 

●気温、湿度の高い日が多くなりますので、半袖・半ズボンで登園してください。 

●お着替えの予備も、薄手の服に切り替えてください。 

●おしりふきやビニール袋等の消耗品は、必ずお帰りの時に確認と補充をお願いします。 

●手作り楽器を作りたいと計画していますので、お手数ですが、R-1 ドリンクのような

小さく細い空き容器を 6/4(金)までに園までお持ちください。よろしくお願いします。 



ほし組だより 

しとしとと雨が降る日が続いていますが、 

元気いっぱいのほし組の子ども達は晴れて 

いる日にはお外でローラー滑り台や砂場で 

遊んだり、お友達と追いかけっこを楽しん 

だり、ピーノガーデンの野菜やお花を観察 

したりしています。園の周りのたくさんの 

自然にも興味を持ち、青虫の食べた後の葉 

っぱや生えてきたばかりの赤ちゃん葉っぱ 

を見つけたり、日々多くの発見を楽しんで 

います。これからも色々な事に興味津々の 

子ども達に寄り添い、それぞれが発見した 

事を皆で共感したり、共有していきます。 

おひさま組だより 

冒険の森や松が丘公園など、たくさん 

戸外に出かけて、てんとう虫や草花など、 

自然に触れて遊びを楽しんでいます。 

クラスでは、友達の名前を少しずつ覚え、 

関わりが見られるようになりました。 

友達と共に活動する楽しさを感じながら、 

虫や草花への優しい気持ちも育みたいと 

思います。6月は雨の日も多くなります 

が、季節の遊びを伸び伸びと楽しみます。 

そら・にじ組だより 

あっという間に 2 か月が経ち、子ども達 

も園生活にも慣れてきたように感じます。

友達を誘って好きなおもちゃで一緒に遊

んだり、戸外ではお花を摘んだり、虫を

見つけたりして遊んでいます。日課活動

やワークなども本格的に始まりましたが、

遊びの一つとして楽しみながら取り組ん

でいきます。虫や植物には命があり、  

命は尊く大切なものと教え、優しい慈愛

の心が育つように見守りたいと思います。 



おひさま・そら・にじ組の保護者の方へ 

おひさま・そら・にじ組からのお願い 

●持ち物への記名を徹底してください。特に靴下、靴の入れ違いが多いので、必ず記名して

ください。マスクにも一枚ずつ記名をお願いします。 

●連絡帳アプリは毎朝 8時までに必ず入力してください。 

●マスクは毎日必ず着用してください。マスクケースの手前のポケットに、新しいマスク 

を一枚入れておいてください。新しいマスクを使ったら、すぐに補充をお願いします。 

※耳にかけるゴムがゆるいと、ずれてしまったり、３歳児は自分で着脱できませんので、

ゴムの調節をしてください。 
   

衣替え・持ち物について  

６月１日 (火 )より衣替えです。下記注意事項に従って夏制服を正しく着用し登園

してください。雨天以外は必ず帽子を着用して登園してください。  

夏制服…夏制服上下・白ハイソックス又はソックス  

※夏制服は色が白いので、下に着用するシャツは白色でお願いします。  

※名札は左胸ロゴの下に針をさすテープが付いていますので、それに通して付けてくだ

さい。お洗濯の時に名札を外すのを忘れないようになさってください。  
   

眼科・歯科検診について  

 ６月21日 (月 )に眼科検診、２３日 (水 )に歯科検診を実施します。  

両日共に長い髪の女児は頭上方でくくり、検診に差し支えない髪型にしてきて

ください。６月11日に眼科検診問診票を配布します。記入の上、６月16日までに  

担任まで提出してください。  

検診当日、要治療の園児のみに検診結果をお渡ししますので、すぐに専門医を  

受診し、必ず治療結果を園まで報告し、治療が終了されましたら必ず園まで  

お知らせください。問題ないお子様には何もお渡ししません。  

この機会に目や歯の大切さや体の健康についてご家庭でも話し合い、毎日の歯み  

がき習慣をしっかり身につけてください。虫歯は２週間で出来ると言われます。

乳歯の虫歯は永久歯に影響しますので、一生使う歯を大切にしましょう。  
   

尿検査について  

腎臓病等の検査のために６月３日 (木 )に尿検査を実施します。 5月末日

に尿を入れる容器・紙コップを持ち帰りますので、 3日朝に採尿して忘れない

ように必ず登園の際に提出してください。検尿の意義や採尿方法について

は個人用検体袋の裏面に書いてありますのでお読みください。  

※ 3日欠席の場合は、予備日を４日としますので、4日朝に採尿して提出してください。 

※尿を入れるプラスチック容器には、記名をして、蓋をしっかりと閉めて提出してください。 

 

 



健康草履について  

６月１日 (火 )より草履保育を開始します。足は健康に大きな影響を及ぼします。

めいまいピーノこども園は「足育」にも力を入れていきたいと考えており、その   

一環として「草履保育」を行います。足の土踏まずの形成には「足ゆびを使う」    

ことが大切です。足ゆびの力がとても弱いと足裏全体で身体を支えることができず、

それにより運動能力の低下を招くと言われています。草履は土踏まずの形成に大変

良いとされていますので、草履が手元に届きましたら、６月1日までに下記の用意

をして園までお持ちいただきますようお願い致します。  

 

 

  
草履保育スタートに合わせて、足裏の型を一人ずつ取ります。その足型を見ると、

土ふまずの形成によって今までどれだけ足を使って生活していたかよく判ります。

３学期に再度足型を取り、一年間の土ふまずの形成を比較します。個人差も大きく、

保護者の皆様に是非ご覧頂きたいので、また保育室前に掲示します。  

プラネタリウム見学について（にじ組）  

七夕まつりを前にして星や天体に興味･関心を持とうと、６月２日 (水)に姉妹園の

明舞幼稚園児と一緒に、にじ組さんは明石市立天文科学館へプラネタリウム見学に

行きます。登園後に明舞幼稚園まで歩いて行き、明舞幼稚園の園バスに乗って向い

ます。プラネタリウムや館内見学の後、帰りは園バスで園に戻り、昼食となります。 

★服装…夏制服上下・白ハイソックス・胸名札・マスク・白運動靴、帽子  

※当日はポケットにハンカチとティッシュを必ず入れてきてください。 

給食室だより 

私達も八十八夜の集いに参加し、園児達の前でお茶の葉 

の種類を紹介したり、子ども達に実際に触ってもらったり、 

香りを楽しんでもらいました。急須によるお茶の淹れ方も 

紹介し、お茶について園児達に伝えることができました。 

給食は、少食だった子も少しずつおかわりをしてくれたり、 

完食できたりする姿がとても嬉しく、給食室から食べる姿 

を見て、みんなの成長を実感しています。 

給食室からのお知らせ 

5 月よりめいまいピーノこども園で勤務することになりました栄養士の宿久雅代です。 

子ども達の成長に貢献できるような美味しい給食を提供していきたいと思います。 

  

  

 



４月３０日(金)に「八十八夜の集い」を

                    行いました。八十八夜の意味を子ども達 

に伝え、茶摘みの手遊びをして遊んだ後、 

給食室の方が茶葉の紹介や子供達の前で 

お茶の淹れ方を披露してくださいました。 

子ども達は新茶・煎茶・ほうじ茶を飲み 

比べて味の違いを言い合い、抹茶を実際

               茶筅で点て(ちゃせんでたて）て飲みました。

                           抹茶は苦いので心配しましたが、意外に 

子供達は「美味しい!!」とゴクゴク飲む姿 

に驚きました。 

その日の帰りの会においても「夏じたく」 

についての話をしました。 

園児達に日本の風習の大切さを 

伝える一日となりました。 

 

 

 

 

 

５月６日(木)に「菖蒲の節句の集い」を行いま

した。菖蒲の豊かな香りや薬草としての働きが、

災いや病気をもたらす邪気を払うと言われて  

おり、子ども達も実際に菖蒲を触ったり、香り 

          を感じたり、五感でたっ 

ぷりと楽しみました。   

   あやめの花を実際に見て、 

花菖蒲やかきつばたとの 

違いを子ども達と一緒に 

発見していきました。
          



20２１年 ６月ほけんだより 
 梅雨の時期は温度、湿度とも高くなり、様々な影響が出てきます。 

健康に過ごせるよう日頃から身の回りの清潔を心がけましょう。 

 

 

尿検査 ※３歳～5 歳児対象 

６月３日（月）尿検査日  6 月４日（金）尿検査予備日 

検査当日、朝一番の尿を取り、園へ提出下さい。 

尿検査の目的 

幼児期の尿検査は、腎臓の病気を早期に発見し、早

期治療することにより腎不全への進行を防ぐこと、日

常生活の質の改善を図ることです。慢性の腎臓病は、

病気がかなり進行してからでないと症状に表れません。

その段階では腎臓機能の回復が難しくなるケースもあ

りますので、検診で指摘された場合は、すぐに受診し

ましょう。 

検診結果のお知らせをもらったら… 

検診で医師からの指摘があったお子さんには、結果のお知らせを 

配布しています。早めに受診し、結果を記入してもらった用紙を 

提出して下さい。現在治療中で医療機関に通院中の方で、用紙を 

配布された時も、医師に記入依頼をしていただきご提出ください。 

 

朝ごはんをきちんと食べて活動スイッチを ON に!! 

お子さんは、朝食を食べていますか？何を、誰と食べていますか？ 

毎日の朝食は、子どもの脳の発達や成績、さらには将来まで大きく

影響を及ぼします。「朝ごはんを毎日食べている子どもほど、学力が

高くなる」というデータも出ています。脳は、ブドウ糖をエネルギ

ー源にしています。朝食を食べないと、活動のスイッチが入らず、頭がぼんやりしたり、 

イライラしたり、集中力がなくなったりします。朝ごはんを食べると、子どもが活動や学習

に集中できます。そして、家族が集まりやすい食事も朝ごはんです。家族の大切なコミュニ

ケーションの場にもなりますので、朝ごはんをしっかりとる習慣をつけて、生活リズムを 

整えて、これからの暑い夏を乗り切っていきましょう。野菜や海草を沢山入れたお味噌汁に

卵をポンと落とすだけで、栄養たっぷりのお味噌汁が簡単にでき、ご飯と具沢山お味噌汁で

身体も温まり、手軽に食べられます。朝は忙しい時間でもありますが、必ず朝ごはんを食べ

てから登園していただきますようよろしくお願い致します。 

6 月の健康診断の予定 

２１日（月） 眼科検診（３～５歳児）  ２３日（水）歯科検診（３～５歳児） 

 

 

 

忘れないように

ご注意下さい！ 


