
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なかよし 

こども園 

 

2022 7.21発行 

園長 菅野 清孝 

７月１６～１７日に 

年長さんが 

お泊り保育をしました！ 

２日目の朝に 

みんなで記念写真♪ 



 

 

年長さんのザ･キャンプも雨雲の動きとにらめっこでその合間を縫うようにキャンプ

ファイヤーも night ウォークもドラム缶風呂も経験できました。“ドラム缶風呂”から

あがった子ども達は口々に｢あ～きもちよかった｣｢ホテルの温泉に入ったみたいだ｣ 

とさっぱりした顔で上機嫌でした。 

今年の年長組は３歳児入園式がコロナの影響で６月となり、その後も非常事態宣言下

が断続的にやってきて園や家庭での日常が制限される中でここまで育ってきたといっ

ても言い過ぎではないでしょう。そんな子ども達が不安を乗り越えてザ･キャンプをや

ることが出来たのは子ども達の頑張り、そしてそれを援助し応援する先生方、保護者の

方々の見守りがあったからと心温まる思いです。 

子ども達が大人に守られ成長を育むことができる。コロナ禍にあってもなおそうした

環境をもたらす平和の尊さを改めて思わずにはいられません。 

 

さて、コロナの動きにもまだまだ予断が許せない中それでも少しずつ平常を取り戻そ

うと社会も動き出しています。なかよしこども園でも乳幼児期の大事な時期を出来ると

こから開いていこうと行事を始め模索が始まっています。 

PTA は今年、夕涼み会やバザーも少しずつ広げていこうとこちらも模索が始まってい

るようです。コロナ禍の２年余りをやれることでつないでくれた PTA の努力がありな

がら、それでもコロナ前の経験が見えなくなっている。PTA のメンバーが忘れてしま

ったあるいは知らない、そこからのスタートになるわけです。 

なかよしの PTA はどんなことやってきたの？ バザーはなぜ、どうやってたの？ 

そんな歴史を知りたいと、今となっては１番長く在園（？）しているという理由で私の

ところになかよしの PTA やバザーについて語ってほしいとお鉢が回ってきました。 

 

PTAはコミュニティ 

確かに思い返せばいろいろな思い出が甦ってきます。 

“５３坪の森” プロジェクトというのがありました・・・ 

ある日、突然のように園庭の隣地が宅地になることを知らされました。今でこそ家々が

立ち並ぶ住宅地になっていますが、そこはかつて森があり，その森では山羊、ニワトリ、

うさぎ達が住んでいて、子ども達の日常の遊び場でした。子ども達は毎日山羊のフンコ

ロガシをしながら動物当番をしていました。そこで山羊の出産もありました。子ウサギ

が穴の中から顔をのぞかせる。そんなトトロの森みたいな環境が無くなることに落ち込

んでいた頃、あるお母さん達が｢何か私たちに出来ることはありませんか？｣と声をかけ

てくださいました。すでに不動産屋さんに渡っていた土地でしたし、かといって森を買

うなど園にそんな莫大な資金があるわけでもないし・・・。 

｢少しでも良いから森を残しましょう｣その思いを共にしてPTAも一緒に考え取り組ん



 

 

でくれました。斜めの半端な土地は不動産屋さんにしたら買い手のつかない好都合な土

地だったのでしょう。５３坪だったら譲れるということで、その半端な５３坪だけの小

さな森を買うことにしました。園は園舎の土地を担保に資金を借りました。PTA は少

しでも助けようとなかよしのバザーはもちろん、外部のバザーに出店したり、第１期か

らの卒園児名簿をたぐり寄付をお願いする手紙の発送を手伝ってくれたりもしました。 

現在では小さな森は乳児棟とデッキとなりそこに木陰をつくっている２～３本の樹が

その当時の面影を残しています。 

園の歴史は PTA に助けられながら歩んできた歴史です。言い尽くせないほどの協働が

ありました。 

それは【なかよし】の創立時から始まり、その時代ごとに必要に迫られて園と PTA が

一緒に歩んできた歴史です。 

 

しかし、今思うことは必要だからやってきたけれど、そこに流れているものそれは、

関わってくれたすべてのひとびとの～子ども達が健やかに育ってほしい～その思いの

表れであったと思えるのです。そしてその思いを一人ではなく周りの人びとと共有した

こと。なかよしの PTA はまさに思いを共有しながらひとりひとりが日々をより良く生

きたいそんな思いで繋がったコミュニティだったと思います。 

 

ある本に 

より良く生きよう，生きたいとする願いなしにコミュニティは生まれない。 

その主体はひとびと自身である。 

誰も無駄な人のいないのがコミュニティ。 

コミュニティはひとびとの共有する何かを媒介としている。ただくっつき合っているわ

けではない。 

 

コロナは人と人とのつながりを希薄なものにしたと言っても過言ではないでしょう。 

それに抗うように、これからも子ども達の健やかな育ちへの願いを共にしながらおとな

達が歩んでいくこと。それがなかよしらしさ、それがなかよしの PTA。 

コロナで前例が吹っ飛んでしまったとしても、それが実は何をしたら良いか考える機会

になる。新たななかよしのコミュニティを創っていく。 

気負わずに楽しんで少し頑張って、自分達なりの PTA を創ってください。 

応援してます。 

                            理事長 川島佐和子 

 

 

 



 

学校ってどんなところ？ 

今の年長組のこどもたち、来年 4月に小学校入学予定です。（早いですね～） 

はじめて小学校入学を控えて子どもたちはもちろん、保護者にとってもいろいろと心配や

不安を感じることもあると思います。 

 

毎年、そんな方々を対象にして学校の情報を伝え合う『座談会』をしています。 

すでに上のお子さんが小学生でいる先輩保護者が、初めて小学校へ上がる方たちと話す中

で学校のことが見えてくる、理解につながる、そんな機会にしていけたらという主旨で開催

しています。 

なかよし座談会 

9月 15日（木）10時～12時 二階コミュニティルーム 

特別ゲスト 広瀬貴樹（一般社団法人『かけはし』の代表理事） 

 

さて、今年度の座談会は、特別ゲストに一般社団法人『かけはし』の代表理事広瀬貴樹さん

をお招きしました。 

昨年の園だより 5月号でもご紹介しましたが、広瀬さんは 2020年度まで公立小学校の先生

でした。 

 

現在は学校を退職されて、こどもたちの居場所を作ろうと一般社団法人『かけはし』の代表

理事として、不登校の子どもたちの活動の場所づくりに奔走されています。 

 

園のすぐ近く（徒歩 6分）に一軒家を借りて・・・ボランティアの方々と自分たちでリフォ

ームしていろんな世代が集える場所『かけカフェ』を開いたり、畑を耕したり、学校の空き

教室、地域ケアプラザなどで学習支援をしたり・・・精力的に活動されています。 

 

そんな広瀬さんから最近の小学校事情などお話をいろいろお聞きしましょう。 

 

※ 広瀬さんに関しては今回 9/15（木）は座談会のゲストですが、12/2（金）2/25（土）

には講演会講師としてお招きして、学校の現状、かけはしの活動などのお話をして

もらう予定です。時間を作ってぜひご参加ください。 
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なかよしこども園 園長 菅野 清孝 



２０２２年 ８月号 

《乳児 どんぐり組（０才）》 

 水（ぬるま湯）遊び大好き！などんぐり組の子ども達。先月から始めた水遊び

では…「さわりたい！」とすぐに手を伸ばす姿が見られています。そして回数を

重ねるごとに触り方も少しずつ豪快になってきました。両手でバチャバチャ水

を叩き、跳ね上がる水が顔にかかってもへっちゃらでキャッキャ笑ったり、桶の

水を入れるたびにジャーとこぼすのが楽しくて何度も繰り返したり…今年の夏

は楽しめそうだなぁと密かにワクワクしている担任です♡初めての水遊びとい

う事でまずは水との触れ合いを楽しんだ先月でしたが、今月はそこから少しバ

ージョンアップして氷に触れてみたり、水風船に触れてみたり…暑さに負けず、

楽しみながら夏を過ごしていきたいなと思っています♪そして自分の力で動く

ことが楽しくなってきた姿も見られるので、引き続き身体をたくさん動かして

遊んでいきたいと思います！だから今月は… 

〇水（ぬるま湯）遊びをしながら暑い夏も楽しもう！ 

     （氷・水風船遊びなどを通して涼を感じよう） 

〇身体をたくさん動かして遊ぼう！ 

（ソフトマット・トンネル遊びなど…） 

 

＜つくし組（１才）＞ 

７月のつくし組は、気温差の激しさからか体調を崩す子がちらほら…人数の

少ない日が続いていました。毎回楽しむ“なりきり遊び”でも、いつも一緒の友

だちがいないことで、遊ぶよりも大人とスキンシップをとって安心したい様子

でした。また、お昼寝する時に「ヤダー」と言いながらも、いつも一緒にイヤイ

ヤしていた友だちがいなくて張り合いがなくなったのか、すぐにコテンと寝て

いました。子どもたちにとって、安心できる環境、大人、友だちの存在は大切な

んだなーと感じました。そんな時に、人数が少ないからとどんぐり組と合同で過

ごしてみると、賑やかになって楽しむ姿が！どんぐり組の子の頭をナデナデし

たり、抱っこしようとしたり、お兄さんお姉さんとして振る舞う新たな一面が見

られて嬉しかったです。8月も異年齢の子たちとの関りの中で、どんな姿が見ら

れるか楽しみです！ 

 

 

 

 

つくし組 

・異年齢の子どもたちと関ってみよう！ 

・涼しさを感じる遊びを楽しもう！ 
みんなのお願い事が 

叶いますように☆ 

お水バチャバチャ楽しいね♪ 



《たんぽぽ・もも組(２才)》 

今までは大人のアプローチをなんでも受け入れていたＧくん。最近では、“四

輪車に乗りたい”“手伝ってほしい”などの気持ちを「イヤイヤイヤ！」や指差

しで出すように！1 つ 1 つの行動からより思いを感じます♪Ｄくんは、友だち

が使っているおもちゃが欲しくて「かして！」と伝えてみますが、上手くいか

ず・・。モヤモヤを大人にぶつけてみたり。中には、突然赤ちゃんになる子も！

返事がすべて「あっぷー」になったり、「○○赤ちゃん！」と宣言して、お世話

して欲しがったりします。反対に、お姉さん、お兄さん気分な子は、そんな子た

ちのお世話をしてくれることも♪1 人１人、気持ちや思いを色々な形で出すよ

うになったなと感じています。その分、関わり方が難しいこともありますが、子

どもたちの思いを感じ取りながら過ごしていきたいと思います。８月も暑い日

が続くと思うので、冷たい感触を楽しみながら涼んでいきたいと思います！だ

から今月は・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

○冷たいものに触れて気持ちよさを味わおう！ 

○自分の気持ちを伝えてみよう！ 

かたくり粉粘土 

とっても真剣‼ 

友だちと手遊びで大

盛り上がり♪ 

ビニールプールの空気入れ 

お手伝い♪ 



〈年少〉りす・うさぎ組 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８月     

目標 ◎夏を楽しもう！ 

    ◎友達とゆったり過ごそう！ 

    ◎生活リズムを整えよう！ 

活動  

・夏を楽しもう！（プール・クッキング） 

・体を使って遊ぼう！（散歩・プール・ぬたくり・粘土） 

・夏の野菜を知ろう！（クッキング・製作） 

８月の歌♪ 

♪しあわせなら手をたたこう 

♪おばけなんてないさ 

♪スイッチポン 

7月は、暑くなってきたのでプールや水遊びを楽しみました。また、みんなで

バスに乗ってお出掛けをしたり、七夕会があったり“ちょっと特別”を経験し

た 1ヶ月でした。夏休みは、少人数でゆったり楽しめることがたくさんあるの

で、登園した子どもたちと、楽しい時間を過ごしたいなと思っています♪ 

バスで遊水地公園へ！ 

プール！水遊び！ 



今月の歌 

♪手のひらを太陽に 

♪アイスクリーム 

年中（いちご・みかん） 

目標 ◎夏を楽しく乗り越えよう！ 

    ◎みんなで“楽しい”を共有しよう！ 

活動 ◎夏ならではの遊びを楽しもう！（プール・水遊び・氷遊び・夏祭りごっこ） 

    ◎廃材遊びを楽しもう！（製作） 

 

 先月に引き続き鬼との手紙のやり取りで“空想の世界”の中で様々な想いを抱

いてきた年中の子どもたち。『鬼ってどんな感じなんだろう…？』という疑問に

『きっと怖いんだよ』と返答が来ていたのですが、鬼のイメージを覆す出来事が

起こったことで、『鬼って実は優しかったの…？』 という声も…１か月半に渡っ

た鬼とのやり取りを通して、みんなでイメージを共有したり、この先の展開を一

緒に楽しむ姿が見られました。 

夏休み中は少人数の中でまったりと夏ならではの遊びを楽しみたいと思いま

す♪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今日も鬼から手紙来てる

かな…？ 鬼の友だちのりすを呼ぶために 

色んな作戦を考えたよ！！ 



年長(もり・かわ) 

目標○夏を感じながらゆったり過ごそう！ 

活動◎夏を楽しもう！(水遊び・プール・なかよしガーデン) 

 

７月は、火の精（フェニックス）とのやりとりを通じて、みんなでひとつのことを調

べたり、考え合ったりするなかで不思議な世界観に入り込んで過ごしました。キャンプ

当日は、ドキドキしている子も多かったですが、先生や友達など“みんなと一緒”を力

に変えて、楽しんでいた子どもたちです。 

夏休みは暑い日も続くと思うので、ゆったり過ごしながらまだまだ夏を満喫していきた

いと思います♪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みんなでフェニックスに変身！ 

おはよう！ 

今月のうた 

♪ぼくのミックスジュース 



お知らせ 
 

※１）お弁当の日 保 

 ８月の弁当の日は・・・ 

８/1２（金）です。 

 

 

 

 

 

※２）夏休み中の欠席連絡について  

幼稚園（1 号園児）の方 

どろんこや市型を申し込んでいて、当日欠席をする場合は、必ずれんらくア

プリや電話で欠席連絡を入れてください。 

 

保育園（2，3 号園児）の方 

 仕事がお休みの日は家庭での保育をお願いします。職員体制の調整もありま

すので、事前にお休みが分かっている場合は、れんらくアプリから欠席連絡を

お願いします。当日欠席をする場合は、必ずれんらくアプリや電話で欠席連絡

を入れてください。 

（朝は人手が少ないため、電話は 8 時 30 分以降にかけてください。） 

 

※３）夏期保育について 幼 

  ①８月 30 日（火）１１：３０帰り 

②８月 31 日（水）１４：００帰り（給食） 

 

     

 

 

 

☆夏期保育は園バス送迎があります。 

☆“夏休みどろんこ”は 29日（月）までです。 

夏期保育からは通常の“どろんこ”料金になります。 

水曜ですが全員給食の日

です！お間違いなく！！ 

 



 

 

 

※４）夕涼み会のお知らせ 

 コロナで中止が続いていた夕涼み会ですが、今年は久しぶりに開催します！ 

PTAや先生たちの模擬店、ゲームコーナー、太鼓サークルの披露や盆踊り、野

外映画上映…さらにはおやじの会主催の焼きそば屋さんも復活！で、盛りだく

さんの内容です。 

 夏休み明け、2 学期スタートの弾みとなる行事です。夏の夜のひとときを、

ご家族でお楽しみ下さい。なお、各コーナー、飛び入りのお手伝い大歓迎です！ 

  

 日時    ９月 3 日（土）16：20～19：00 頃まで  

 

受付時間  １６：２０～在園児 

       １６：３０～在園兄弟の小学生（受付でコーナー券を渡します） 

       １６：４0～ひよこサークル 

 

 

 

 

 

※夕涼み会の参加は、在園児とそのご家族のみとさせていただきます。 

 

内容   夜店（ヨーヨー、スーパーボールすくい、ゲームなど） 

      盆踊り、野外映画 

 

◎園行事は登園日です。欠席する場合はれんらくアプリにてお知らせください。 

 

◎後日、れんらくアプリから駐車券の申込についてお知らせします。 

駐車券は夏期保育の時にお渡しします。（園裏は停められません。） 

 

◎ＰＴＡ役員さん、並びにお手伝いの方よろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 必ず受付をしてください。 

在園児 1人につき１つ、おにぎ

りが配布されます。 

在園児は前日に「コーナー

券」を持たせます。当日持

って来て下さい。 

雨天の場合 

室内で 2部制で行います。  

 【1 部】14:30－16:00 乳児・年少 

 【2 部】16:45－18:15 年中・年長 

※兄弟はどちらでも可。雨天時の詳細は後日お

知らせします。 

 



 

※5）夏の研修会に行ってきます！ 

近年はコロナが流行り、ZOOMでの研修ばかりでしたが、今年は久しぶりに

遠方へ、職員が夏の研修会へ行ってきます。 

 

【７月 30日（土）～31日（日）】 

第 41 回全国夏期セミナー中国大会 in 広島 

    主催：“人間と性”教育研究協議会 

    場所：京都教育大学 

大会テーマ 

 いま 広島で考える平和に生きる権利 

―個人の尊厳とジェンダー平等を実現する性教育を！― 

 

 

 

 

 

【8月 20日（土）～8 月 21日（日）】 

  第 5４回 全国保育団体合同研究集会 

主催：全国合研実行委員会 

       場所：高知県立県民文化ホールほか、ライブ配信 

  大会テーマ 

   学ぼう、語ろう、つながろう  

子どもの命と育ちと 平和のために  

 

 

※6）２学期はじまりについて 幼 

 ９月 1日（木） 始業日 11:30 帰り 

   ２日（金） １４：0０帰り（給食）  

 

※年間予定表で 9／7（水）が 11：30帰りになっていますが、 

 14時帰りです。訂正をお願いします。 

 

 

 

今回はオンラインで参加します！ 



※年少給食試食会 

普段子ども達が食べている給食をお家の人にも食べてもらおうと、学年ごと

に試食会を設けました。９月は年少組です。 

 

試食前に管理栄養士の齋藤さんからお話があります。なかよしの給食につい

て聞きたい、知りたい、食に関して悩みがある・・・など、栄養士さんに直接

話を聞くことが出来ます。この機会に是非、ご参加ください。 

 

 

日 時  ９月２８日（水）11時３０分～ 

場 所  2階コミュニティルーム 

申込方法 不要な封筒にクラス・名前を記入し、中に参加費 500円を入れ

て、事務室またはバス添乗職員に渡してください。 

 

 

※食材の手配の都合で申込み期間は、夏期保育～９／９（金）までとします。 

（今回の申し込みは年少のみです。） 

※申し込み後のキャンセルは出来ません。当日参加できなかった場合の振替・ 

返金はありません。ご了承下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※他の学年の試食会は・・・ 

 

年中は 10／5（水）、年長は 12／5（月）、乳児 1/23～27に予定していま

す。申込みについては、日が近くなりましたら、園だよりでお知らせします。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　　　　

　　　■五感とは

　人は、体を健常かつ安全に保つために、感覚器官である「目、耳、鼻、舌、および皮膚」から情報を

　　　　食事を通して五感を刺激

繰り返しの刺激により発達し、体と脳の成長を促します。特に、食べることは一度に五感を刺激するこ
とが

　生まれながらに持っている「視覚」「味覚」「嗅覚」「聴覚」「触覚」といった5つの感覚は、外からの

できるため、体だけでなく脳の発達にも大きな影響を与えます。

毎日の食事で、五感を上手に刺激して、健康な体と脳を育てましょう。

「見た目（視覚）、味（味覚）、臭い（嗅覚）、音（聴覚）および感触（触覚）」として解釈します。

子どもは、この五感を統合して「心地よい（安全・安心）」と覚えていくため、食事においても

受け取っています。この情報は、神経系が利用できるシグナルに変換され、脳はこのシグナルを

「五感」を意識することが大切です。

　人は、本能で母乳の持つ甘味は受け入れることができますが、それ以外の酸味や苦味などは危険なものとして

口腔内から鼻腔へと送っています。生臭さがある魚に対しての「好き嫌い」は、味覚ではなく嗅覚の刺激が原因と

なっていることがあります。嗅覚に関連した好き嫌いでは、「かつおのだし汁」を活用するのが効果的です。

一貫性のある「だし汁」の風味で、食材特有の香りを和らげることができます。

避けようとします。子どもは、繰り返して食べる体験を通して、安全に食べられることを学び、味わうことが

できるようになります。毎日の食事でいろいろな食材に挑戦しましょう。

　　香りには２つの種類があります。前鼻腔性嗅覚で感知される「食べ物を口に入れる前に感じる香り」と、

後鼻腔性嗅覚で感知される「口の中に入った後で感じる香り」です。後者では、食べ物の香りを呼気によって

2022年

給食だより



 

☆　年少(りす・うさぎ)組

〇9月28日(水)　11：30～12：30　

〇場所：2階コミュニティルーム　　　　

〇持ち物：お茶などの、飲み物、箸、汁椀

〇参加費　500円

〇メニューは、8月末に配られる献立表でご確認ください。

テーブルセッティングをして、出欠確認後、みんなで配膳して給食をいただきます。

給食で使用している調味料のお味見をしたり、給食についてのお話をします。

食事に関するご質問やご相談もお受けします。

　　　※子どものリュックには入れないでくださいね。

☆　10月5日(水)　年中(いちご・みかん)組

☆　12月5日(月)　年長(もり・かわ)組

☆　乳児(どんぐり・つくし・たんぽぽ)組は、1月23日(月)～27日(金)の

　　1週間の中で、ご都合の良い日を選んでいただきます。

食べることに集中できる環境づくりに努めましょう。

発達に合わせて、子どもが心地よいと感じる舌触りの固さや大きさに調理する必要があります。

手づかみ食べは五感の刺激を促します。食材の感触を認識し、手の動きと連動して自分の口まで運び、

噛んでおいしいと感じられるのは、子どもにとって楽しいことです。幼児期には、食材に実際に触ったり、

　　　※申し込みは、不要な封筒に、クラス・名前を明記して、参加費500円を入れ、

　　　　園の事務室または、バス便の先生に直接渡してください。

　　　ごはんの「白色」にプラスして２色以上の色を使うと、視覚的に興味を高めることができます。人がおいしさを感じる

色は、暖色系の「オレンジ・赤・黄色」。そこに補色として寒色系の「緑色」を足すとさらに料理のおいしさを演出できます。

また、視覚的な刺激として、好きなキャラクターのお皿を使ったり、苦手な料理をスプーンにのせて、「がんばって食べよう！

」と思える盛り付けなども、食べる意欲の向上につながります。見た目の工夫で楽しく食事をしましょう。

　　咀嚼によって発生する音は「骨導音」と呼ばれています。せんべいを食べた時の「サクサク・ガリガリ」

といった音は、おいしさにつながる音ですが、子どもによっては、嫌がることもあります。また、食べた時の

音ではなく、食具がぶつかる音を極端に嫌がる子もいます。食事時には子どもの反応をよく観察しながら

　子どもの食事は、熱すぎず、冷たすぎない適温で提供することが大切です。そして、子どもの食べる機能の

ラップでおにぎりを作ってみるなど、触れて食べる体験を積み重ねて食べる意欲を育みましょう。

🍚給食試食会のお知らせ🍚
今年度も給食試食会を開催いたします。

普段お家ではお野菜は苦手な子どもたちでも、もりもり食べている給食を

是非この機会に体験してみてください！



 

2022/7/21

園の予定 ＰＴＡの予定 降園時間 給食 どろんこ 職員の予定

1 月 動物当番⑩ △

2 火 動物当番⑪ ○

3 水 動物当番⑫ ○

4 木 動物当番⑬ ○

5 金 動物当番⑭ ○

6 土 動物当番⑮

7 日 動物当番⑯ 合研分科会

8 月 動物当番⑰ ○

9 火 動物当番⑱ ○

10 水 動物当番⑲ △

11 木 山の日

12 金 協力日
※1)お弁当の
日 △

13 土 協力日

14 日

15 月 △

16 火 △

17 水 ○

18 木 ○

19 金 ○

20 土 合研

21 日 合研

22 月 ○

23 火 ○

24 水 ○

25 木 ○

26 金 ○

27 土

28 日

29 月 ○

30 火 ※3）夏期保育① 11:30 ○

31 水 夏期保育② 14:00 ○ ○

△・・・どろんこはお仕事の方のみ。

2022年　8月予定表


