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＊始業式に参加し、２学期が始ま

ったことを知り、心新たに頑張ろ
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＊お誕生者は自己紹介を頑張り、

みんなで楽しくお祝いする。

＊運動会に向けてみんなで力を

合わせたり励ましあいながら練

習を頑張る。

＊うさぎぐみと力を合わせてマ

ーチングの練習に取り組む。

＊幼稚園最後の運動会、力いっぱ

い最後までやり遂げ楽しい運動

会にする。

＊敬老の日について話を聞き、お

じいちゃんおばあちゃんを敬う

心を育てる。

＊避難訓練に参加し、正しい避難

の仕方を身につけ

今月の
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 １日(金)２学期始業式

    １号認定

＊バスは

２号・３号認定

２日(土)誕生会

６日（水）ＰＴＡ役員会（ＰＭ

９日(土)自由登園

１６日(土)

１８日(月)

お知

＊２２日(

＊運動会の練習で家に帰ると疲れた

よろしくお願いいたします。

＊９月２８日

＊１０月６日

＊１０月７日

☆きりん組☆

・廣瀬みおちゃん

・馬場おとはちゃん

・堀ひなたちゃん

・岩永あゆむ

・武田ないとくん

・下田しょうたろうくん

・コリンズはるきくん

・濱﨑はやてくん

２学期始業式(午前

１号認定(午前中

＊バスは、午前中保育の時刻です。

号・３号認定(通常保育

つ)

誕生会(７・８・９

日（水）ＰＴＡ役員会（ＰＭ

自由登園日 

)避難訓練 

)祭日：敬老の日

知らせとお願い

☆お誕生日

(金)は、運動会準備の為、お迎えを

運動会の練習で家に帰ると疲れた

よろしくお願いいたします。

９月２８日(木)２９

１０月６日(日) 

１０月７日(土)８日

☆     

・廣瀬みおちゃん 

おとはちゃん 

堀ひなたちゃん 

岩永あゆむくん 

ないとくん 

しょうたろうくん 

コリンズはるきくん 

はやてくん 

～７・８

☆うさぎ組☆

・武田

・横田

・高原かいせいくん

・原川かいしくん

・兼田るいくん

午前中保育) 

午前中保育) 

、午前中保育の時刻です。 

通常保育・給食、おや

) 

７・８・９月生まれ) 

日（水）ＰＴＡ役員会（ＰＭ8:00～） 

：敬老の日 
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＊
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日(日)は、きりん組がおまつり
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☆りす組☆ 
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    祭日：秋分の日
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ん 
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深江中学校職場体験 の方が来られます。よろしく
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される方は、９月２日(土)

汗をかきますので、毎日着替えとお茶を

お願いします。

などと疲れを見せることがあるかと思います。早

の方が来られます。よろしく

に参加します。

 

＊１０月１日衣替え

＊スイミング

 １３日２７日

＊９月の習字は、

 お休みです。

＊英語で遊ぼう

８日１５日２９日

＊体育教室

７日１４日２１日

＊そろばん

毎週(月)(木

住友生命絵画コンクール 

おめでとう！ 

組・吉永かざねちゃん 

なおふみくん・横田みちるちゃん

組・濵﨑はやてくん・武田ないとく

みおちゃん・松本りんちゃ

)までにお知らせ

汗をかきますので、毎日着替えとお茶をお持たせ下さい

お願いします。 

思います。早めの
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参加します。 
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スイミング(水) 
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お休みです。 

＊英語で遊ぼう（金） 

日２９日 

体育教室(木) 

日１４日２１日 

そろばん 
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横田みちるちゃん 

ないとく

みおちゃん・松本りんちゃ

お知らせ下さい。 

お持たせ下さい。 

めの就寝等 

お願いします。 
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