
1．健康でたくましい子 2．人を思いやることのできる子 3．自分で考え行動できる子

４月は私自身が濃厚接触者となり、７日間自宅待

機の間、ご心配をおかけしました。

私自身は、なんとか見通しをもって過ごし方を考

えることができましたが、それまでコロナとは直接

的な関わりがなかった方などは、不安しかないのだ

ろうなと思いました。改めて、たくさんのことを考

える７日間となりました。

これからも、まだまだ園内での濃厚接触者の発生

の可能性は大いにあります。子どもたちの安全と、

保護者の方々への影響などを総合的に判断し、市役

所と相談して決めていきたいと思います。何卒よろ

しくお願いいたします。

４月に130名でスタートし、５月１日より１名の

入園があり、現在131名の子どもたちがまつやま中

央保育園で園生活を送っています。

龍ケ崎市のホームページにも掲載されていますが、

５月１日時点で０歳児が４名、１歳児が７名の空き

があります。そして、龍ケ崎市全体ではなんと、

０歳児37名、１歳児53名の空きがある状態です。

コロナウイルスの影響による入園控えがありつつも、

少子化の波が一気に押し寄せている状態です。

ご親戚やご友人の方で保育園の入園を悩んでいる

などという方がいらっしゃいましたら、ぜひご紹介

いただければと思います。

そして、今年度より連携園が誕生しました！

２年前まで英語であそぼうの講師、そして保護者で

もあった方が、4月に開園された「家庭的認可保育

園Elly's House」さんです。２歳児までの園なので、

３歳児に進級する際にはまつやま中央保育園に入園

ができるということになっています。

園庭あそびや、行事への参加など、これからどんど

ん交流の機会が増えていくかと思います。どうぞよ

ろしくお願いいたします。

こいのぼり
こいのぼりを切り取り
画用紙に絵の具で
絵を描きました！

＜ライオン組 ５歳児＞

まつやま中央保育園

２０２２．５
No.１７０

地域に根ざした子どもの園 ～子どものパラダイスめざして～

今月のテーマ 「ルールがわかる」

「ひとりで園を出て行かない」「デッキは歩
く」という安全ルールの他、部屋の使い方や食
事やトイレの使い方など、生活やあそびのルー
ルを伝えていきます。お子さんの安全を守るた
めに、園とご家庭で一緒に伝えて生きましょう。

■ 少子化の波が龍ケ崎にも･･･ 園長 仲内 久美子

■ 制作紹介

ふきながし＆こいのぼり
手型スタンプに

シールをペタッ！

＜あひる組 １歳児＞

■ 理事のつぶやき 理事長 松山岩夫

大変恐縮ですが、薄学ながら申し上げさせていた

だきます。世界の三大聖人の一人と称えられている

孔子の教えをまとめたものが『論語』です。かの聖

徳太子が作った十七条憲法の第一条「和をもって貴

しとなし、、」は論語から取り入れられたといわれ

ています。以来、日本の名だたる偉人たちは論語を

学び人格を高めていたようです。また、江戸時代の

寺小屋でも読み、書き、算盤が主流だったそうで、

【読み】は論語を声に出して読んで憶えていたそう

です。ご存じのように、新しく一万円札の顔になる

渋沢栄一も論語の教えが人格形成の基本になったと

のこと。さて、今月から年長児と論語を勉強してい

く中でどんな子に会えるか楽しみです♪みなさんも

興味をもっていただけるとうれしいです。そして、

一日も早くウクライナに平和が戻りますように‼

こいのぼりモビール
シールを貼ったり
クレヨンでうろこを

描きました

＜うさぎ組 ２歳児＞

足型こいのぼり
かわいい足型♪

＜あひる組 １歳児＞



➢ 日 に ち ５月２０日(金)

➢ 集合場所 アンデルセン公園内風車前

(南ゲート駐車場側)

➢ 集合時間 １０：００厳守

➢ 解散時間 １４：３０

➢ 対 象 児 幼児クラス

※詳細は後日、キッズリーにて発信します。

※布団乾燥は雨天の場合、順延となります。 (ね)：ねっこ龍ケ崎(子育て支援センター)の活動
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新年度が始まり1ヶ月が過ぎました。その中で感じていることは、子どもたちの可能性を広げるため

には、まず大人が固定概念に捉われず、柔軟な頭を持たなければいけないという事です。

「子どもの言葉にどんな思いがあるのか？」「この子は今何を求めているのか？」ということを見逃

さないことの大切を痛感しています。

職員そして、保護者の方も一緒に、子どもたち自身が自分の可能性を安心して広げられる環境を考え

ていきたいと思います。

今年度も期間を設けず行います。

クラス担当からお声がけする方を優先し、

個別に日時等を相談させていただきます。

保護者の方から面談の希望がある場合は、

担当にお声がけください。

30日(月) 交通安全指導

個人面談について

■ 職員コラム「可能性をひろげよう ～心と身体も柔軟に～」

20日(金) 親子遠足
子どもや保護者 園の動き

1 日

2 月 出欠調査

3 火 憲法記念日

4 水 みどりの日

5 木 こどもの日

6 金 出欠調査

7 土

8 日

9 月 発育測定 OJT-Y

10 火 (ラ)論語① 保育会議

11 水 生活・布団乾燥 保菌検査

12 木
田植え
(ね)リズム＆スポーツあそび

スポッ子(ｱｽﾘｰﾄ)

13 金 (幼)英語であそぼう 事故防止委員会

14 土 一日勤務･環境整備

15 日

16 月 月案会議

17 火 (幼)クッキング リズムリーダー会議

18 水
(ラ)ｱﾝｶﾞｰﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ①
(パ)スイミング

19 木 (ラ)スイミング サブ会議

20 金 (幼)親子遠足

21 土

22 日

23 月 クラスリーダー会議

24 火
(り)野外調理
(ね)リフレッシュランチ

25 水 (パ)野外調理

26 木
(ラ)野外調理
(ね)スポッ子(ｱｽﾘｰﾄ)

27 金 理事会

28 土

29 日 昭和の日

30 月 交通安全指導

31 火
誕生会
サツマイモ苗植え

園長・リーダー会議

竜ケ崎警察署の協力を得て、

交通ルールについて指導をして

いただきます。

➢ 日 に ち ５月３０日(月)

➢ 時 間 10：00 ～ 10：45
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➢ 配 布 ５月２５日(水)

➢ 提出日 ６月１日(水) 10時まで

➢ 対象児 全幼児

◆尿検査採取方法 ◆

• 提出日６月１日の朝採取

• 紙コップに尿を採り専用容器に半分ほど入れ、

しっかりふたをする

◆ 注意事項 ◆

・前日は風邪薬やビタミン剤は飲まないよう

にして下さい。

・乳児(０～２歳児)は採れるお子さんだけで

大丈夫です。

保育参加が始まります食育だより

23日(月)から始まります。

参加された保護者からは「普段の園での様子を

見る事ができ安心しました。」という声が多

数！子どもにとっても心の糧になります。

園のランチが食べられたり、一緒にリズムが

できたりと非日常が味わえます♪

論語・アンガーが始まります！

●キッズアンガーマネジメント(講師 松山美法)

◎講師より

「園ではケンカやトラ

ブルがよく起こります

が、時にはお友だちや

職員に手をあげたり、

園の備品に八つ当たり

する姿も。子どものう

ちに『上手な怒り方』を身に付け、一生の宝にして

もらえたらと思っています。子どもの怒り方は家庭

のコピーと言われています。保護者の皆さんもアン

ガーマネジメントを学んでみませんか？」

● 論語 (講師 松山岩夫)

今月より論語の素読

が始まります。素読は

脳の活性化になると大

脳生理学でも証明され

ているそうです。

意味が理解できなくて

も読むことで脳を刺激し

ます。素読には論語が最適だと言われています。

◎講師より

「環境と体調をしっかり整え、感染防止に努めます。

今年も子どもたちの才能発見が楽しみです。」

まつやま保育園グループと関わりを持ち、その
中で「はだし保育」の有効性、可能性について調
査を進めてきました。その調査の中で言えること
は、はだし保育は、子どもの健康を引き出す！！
ということです。人生100年ともいわれる現代で、
幼少期の過ごし方はその後に大きく影響します。
つまり言い換えれば「土台作りをまつやまで過ご
している」ということです。

健康的で強くたくましく心身を成長させる…科
学的根拠に基づいて実践されているということに
なりますので、保護者の皆様も自信をもって子育
てに携わられることを祈念しております。

エグゼクティブアドバイザーによる

～まつやまコラム vol.1～

皆さん、こんにちは！
東海学園大学教育学部教授
まつやま保育園グループ
エグゼクティブアドバイザー
山田一典です。

1. 風邪の罹患率の低下
2. 安全意識の高まり
3. 土踏まずの形成に有効

(疲れにくい身体作り)
4. 骨格筋などの形成

≪“はだし保育”の効果≫

facebook
山田先生の
ご活動について
詳しくはこちら

researchmap
山田先生のご研究、
論文や講演などを
紹介しています！

6月１日(水)10時 尿検査

安全・安心な野菜探し♪

■食の大切さ

体は食べたものから作られます。
その食材の質についても、常に考えています！

■ 農家さん探し
現在、農薬を使わずに野菜栽
培をされている農家さんを探
しています。
これまで３か所の農家さんに
見学に行かせていただきまし
た！

保護者の皆さまも、お知り合
いの農家さんがいらっしゃれ
ば、教えて下さい♪

■ 今後…

可能なところから、生産者さんの顔が見える野菜
を取り入れていきたいと思います！
食材の紹介も行っていく予定ですので、お楽しみ
に♪
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ねっこサスティナブル

1日 辞令交付式

統括理事より、辞令
を賜りました。
保育園にたくさんの

子どもたちの笑顔が溢
れるよう、職員一同
日々の保育に力を注い
でいきます！

みんな静かに

受診することが

できました。

内科健診結果

卒園児があそびに
きてくれました♪

卒業式と入学式の後に、卒園児たちが晴れ姿を見

せに来てくれました！

いつでも、あそびにきてね！！

実習生が来ました

伊奈特別支援学校高等部の生徒さんが、４月25

日から28日に職場実習に入りました。

草取りや、掃除、幼児クラスの寝かしつけなど

に取り組み、子どもたちからも、「おにいさん♪」

と親しまれ、笑顔の4日間でした。

16日 稲北ブロック研修

茨城県保育協議会稲北ブロックで、ケロポン

ズのオンラインコンサートが開催されました。

保育の中で、すぐにできる手あそびなど、ス

タッフも楽しみながら、参加しました。

ご自宅に眠っている物はありませんか？

ご協力いただける方は、LINE公式アカウントへの
登録、もしくはスタッフにお声がけください。

プロジェクトの詳細は、
こちらをチェック→



どろんこあそび楽しいね♪

タンポポみーつけた！

■ 先月のアルバム ■

P1：園長のお話

理事のつぶやき

P2：スケジュール

P3：園からのお知らせ

P4：ひよこ組

P5：あひる組

P6：うさぎ組

P7：りす組

P8：パンダ組

P9：ライオン組

P10：ねっこ龍ケ崎

P11：先月は…

P12：先月のアルバム

何が出てくるかなぁ？

慎重に慎重に･･･ 水しぶきの観察だ！

Enjoy!English!!

春の風を感じて･･･ よいしょ！よいしょ！ ジャングルジムむずかしいねぇ さいた～さいた～♪

発行 ２０２２年５月２日 第１７０号

社会福祉法人 山ゆり会

まつやま中央保育園

〒30１-0814 茨城県龍ケ崎市6691-1

Phone 0297－62―5562

FAX   0297―62―5713

E-mail

↑法人ＨＰ
(Includes English version)

↑YouTube

Facebook、Instagramは
法人ＨＰからチェック♪

これはなんだ？？？つくしがでたよ～ 水車回るかなぁ？

よーし、あともうちょっと！

うんとこしょ、どっこいしょ！

ダンゴムシ見つけた！


