
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

日 曜日 午前 午後 

１ 日 おやすみです (^o^)／ 

2 月 カラフル粘土 カラフル粘土 

3 火 園庭自由遊び 園庭自由遊び 

4 水 リトミック 園庭自由遊び 

5 木 七夕集会 園庭自由遊び 

6 金 お弁当 園外 園庭自由遊び 

７ 土 おやすみです (^o^)／ 

8 日 おやすみです (^o^)／ 

9 月 島ぞうりアート 島ぞうりアート 

10 火 島ぞうりアート 島ぞうりアート 

11 水 リトミック 園庭自由遊び 

12 木 水遊び 園庭自由遊び 

13 金 パン作り 園庭自由遊び 

14 土 おやすみです (^o^)／ 

15 日 おやすみです (^o^)／ 

16 月 おやすみです 海の日 

17 火 島ぞうりアート 島ぞうりアート 

18 水 リトミック 園庭自由遊び 

19 木 水遊び 園庭自由遊び 

20 金 親子クッキング 園庭自由遊び 

21 土 おやすみです (^o^)／ 

22 日 おやすみです (^o^)／ 

23 月 新聞紙遊び 新聞紙遊び 

24 火 体育遊び 園庭自由遊び 

25 水 リトミック 園庭自由遊び 

26 木 水遊び 園庭自由遊び 

27 金 お弁当 園庭自由遊び 

28 土 おやすみです (^o^)／ 

29 日 おやすみです (^o^)／ 

30 月 身体測定 身体測定 

31 火 身体測定 身体測定 

 晴れ渡った青空！梅雨あけだ！！セミの声が日

に日に大きく力強く聞こえてくる季節となりまし

たね。今月は七夕制作やプール遊びなど楽しみがい

っぱいです。体調管理に気をつけ夏を楽しく過ごし

ましょうね。 
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【「むぎわら帽子」利用時間】 

≪平日≫ 

午前 8：30～12：00 まで 

午後 13：00～15：00 

スケジュールは変更になることも

あります。 

「リトミック」音感遊びをしよう♫ 
「リトミック」とは・・・ 

ピアノのリズムに合わせて体を動かし、楽しくリズム感を身に

つけて感性を育てていく音感教育です。 

保育園のお友達（０歳児から３歳児までのお友達）と交流をし

ながらの活動になります。 

参加される方は 9：55 までにご来園くださいね。 

♦♫♦「麦わら帽子」の一日の流れ♦♫♦ 
8：30 「麦わら帽子」開園 

9：30  朝の歌 

10：00 日替わり活動♪ 

※左表月間カレンダーをみてね。 

11：45 手遊び・絵本の読み聞かせ午前お帰りの歌 

12：00 午前の部 終了 

13：00 午後の部 開園 

15：00 「麦わら帽子」閉園 

※内容、時間に変動有り 

※クッキングや野外活動等の際は要予約制 

（その都度お知らせします。） 

☆親子クッキング♪ 
今月は…（育てた夏野菜を使って） 

     ♪冷やしそうめん♪ 

・7 月 20 日（金）10：00～ 

持ち物：エプロン・三角巾等 

※材料費がかかります。 

※材料準備がある為、２日前まで

に申し込みしてね♪ 

☆島ぞうりアート 

７月 9・10・16・17 日 

10：00～ 

持ち物：島ぞうり持参 

（sky way というメーカーがオス

スメです。お値段は小￥380

～大￥480 くらいです） 

※材料準備がある為、2 日前

までに申込みしてね♫ 

☆親子パン作り♪ 
今月は…ウインナーロールパン 

・7 月 13 日（金）10：00～ 

持ち物：エプロン・三角巾等（あれば） 

※材料費￥150 がかかります。 

※材料準備がある為、２日前までに

申し込みしてね♪ 

☆七夕短冊制作 

７月 2～5 日 

５日七夕集会の時に笹の葉に

かざるよ(*^_^*) 

七夕集会に参加する方は甚平

もしくは浴衣で来てね 

♪゜・*:.。. .。.:*・ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

今月の絵本 

 
 
 
 

夏に多い感染症 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

支援センターは利用無料です。 
 気軽に遊びに来てくださいね。 

子育ての悩み、相談などなど・・・ 

一人で悩まないで！支援センターで解決策を！！ 

親子でたくさんの友達を作りましょうね。環境を変えて子ども

と向き合うと子育てがきっと楽しくなってきますよ。 

子供の成長は、親の成長でもあります。 

  支援センターの心得 

☆マナーを守り、親の責任のもとに遊ばせ、安全面の配慮は

忘れずにしましょう。 

☆絵本の貸出をしています。読み聞かせを楽しみましょうね♪ 
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手足口病 
原因・・・腸の中にいるコクサッキーウイルス A16 やエ

ンテロウイルスによる感染症。経口感染や接触感

染などによる。毎年夏を中心に流行する。 

主な症状・・・夏風邪の一種。手のひらや足の裏、足の

甲、口の中などに水泡性の発疹が出る。肘や尻に

出たり、口内炎がひどくなったりなど程度は様々で、

発熱する場合もある。潜伏期間は 3～6 日。 

ケアと対応・・・特効薬はなく、1 週間ほどで自然治癒

する。口の中の水泡が痛い場合などは、受診する。

口内炎の軟膏を塗ることもある。解熱後 1 日以上

経過し、全身の状態が良好で口から飲食が出来る

ようになれば発疹が残っていても登園可能。 

絵本の貸し出しをしています。 
お子さんと一緒にえらんで貸出カード 

に記入してね。 

貸出期間は一週間だよ(*^_^*) 

今月の絵本は・・・「もいもい」 
東京大学あかちゃんラボ発 

あかちゃんが選んだあかちゃんのための 

絵本！今話題の絵本です(*^_^*) 

咽頭結膜熱（プール熱） 

原因・・・アデノウイルスによる感染症。咳やくしゃみに

よる飛沫感染や、感染している子供の目やにや便

などの接触感染が見られる。塩素消毒が不十分な

プールの水から感染することもあり、「プール熱」と

も言われる。 

主な症状・・・急な高熱（39 度前後）喉の痛み、結膜

炎による目の充血、目やになどの症状が強く出るこ

とが多い。頭痛や首のリンパ節が腫れることもあ

る。潜伏期間は 2～14 日。 

ケアと対応・・・アデノウイルスに対する特効薬はな

く、現れている症状を軽減する対症療法を行う。熱

が下がり、喉の痛みや結膜炎などの症状がなくなっ

て、2 日以上経過すれば登園可能かを医師に相

談する。 

流行性角結膜炎（はやり目） 
原因・・・アデノウイルスによる疾患で、手を介して感

染することが多く、感染力が強いため「はやり目」と

も言われる。 

主な症状・・・潜伏期間は2～14日。白目の充血、ま

ぶたの腫れ、涙や目やにがたくさん出る。最初は

片目に発症し、数日中にもう片方の目に発症しや

すい。 

ケアと対応・・・ウイルス感染には特効薬はないた

め、抗炎症剤の点眼剤が処方されることも。アデ

ノウイルスは便中に排泄される可能性があり、お

むつ交換時は手洗いや消毒を徹底する。充血や

目やになど、結膜炎の症状がなくなれば登園可能

かを医師に相談する。 

ヘルパンギーナ 
原因・・・コクサッキーウイスル A 群による感染症。ウイ

ルスの型がいくつもあるので、一度かかっても再び

かかることがある。経口感染、接触感染、飛沫感染

での発症が多い。 

主な症状・・・夏風邪の一種。突然 39 度前後の高熱

が出て、のどに小さな水泡がたくさんでき、痛みを伴

う。水泡は 2～3日で潰れて潰瘍になり、しみて痛み

が強い。そのため飲食がしにくく脱水症状を起こしや

すくなるので注意。潜伏期間は 3 から６日。 

ケアと対応・・・熱は 2～３日で下がり、水泡も１週間

程度で治ることが多い。特効薬はなく、口内炎の痛

みなどを和らげる鎮痛剤が処方されることがある。

解熱後１日以上経過し、口から飲食ができるように

なれば登園可能かを医師に確認する。 



 
 


