
 

まだまだ残暑が続きますが、少しずつ過ごしやすい日が増えてくると願いたいで

すね。今年の夏休みは例年より期間が短く、気軽にお出かけもできない…、暑さ対

策と感染症対策に追われる…そんな夏休みで

様だけでなく、保護者の方々

されたりしたのではないでしょうか。

たまにはゆっくりお風呂に入り、たっぷり睡眠を取るなどして、体調を崩さないよ

うに気を付けましょう。今後はインフルエンザ等の感染症

今まで以上に感染症対策に力を入れて頂き、手洗いやうがい

ましょう。
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