
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

5/20(金)に3年ぶりとなる親子遠足を無事開催す

ることができました！

現地集合現地解散という初めての試み…コロナ関

連や天気の心配などありましたが、子どもたちと保

護者の方のたくさんの笑顔が見られたことがとても

うれしく思いました。

また、保護者の方同士で楽しそうに、お話されて

いる姿も見られて、お顔を合わせることの大切さも

再認識しました。ご協力ありがとうございました！

登降園の際に、保護者の方から離れて走る園児の

姿を見かけます…園では「かかとから静かに歩く」

ということを伝えています。これから始まる梅雨の

季節…走って勢いよく転んでしまうということがな

いよう、普段から「かかとから静かに歩く」という

ことを、ご家庭と園で一緒に伝えることができると

よいな♪と思っています。

まつやま中央保育園を多くの方に知ってもらいた

いという思いから、龍ケ崎市内で活動されている

「ふぁみぱる」さんと「Pit！こどもクラブ」さんと

お話をする機会をいただきました。子育て中の方が

悩みを話せる場や、障がいを持っているお子さんが

気兼ねなく過ごせる場を提供されている、２つの団

体さん。子育て支援のねっこの活動や、園内で行い

たいと考えている児童発達支援の２つにとてもリン

クするお考えをお持ちです。今後スタッフが活動に

お邪魔したり、まつやま中央保育園で活動を開催し

たりなどコラボをしていく予定です。

ご興味ある方は、ぜひInstagramで検索してみて

ください！

まつやま中央保育園

２０２２．６
No.１７１

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～

■ 人と人とのつながり 園長 仲内 久美子

■ 制作紹介

今月のテーマ 「梅雨のあそび」
これから雨が多くなってきます。
雨だから室内で過ごすのではなく、雨の日

ならではの発見を求めて、積極的に園庭など
に出て、雨の季節を楽しんでいきます。

■ 理事のつぶやき 統括理事 松山美法

てるてるぼうず
かわいい手形が

てるてるぼうずや雨に変身

＜ひよこ組 ０歳児＞

海の生き物
手形でカニを表現しまし、
泡ぶくはシールをペタッ♪

＜うさぎ組 ２歳児＞

紙粘土の型抜き
好きな型抜きし

ビーズを飾りました

＜りす組 ３歳児＞

2022年度保育テーマ 可能性を広げよう～心と身体も柔軟に～

～続・大人の気合い～

前回のテーマ「大人の気合で子どもは変
わる」を読んで「それならば･･･」と気合を
入れ直してみたご家庭はありましたか(笑)?
書いている側からすれば、読み手に何か

しらの影響を与えるものでありたいので、もし成
功・失敗体験などがありましたら、スタッフまでお
知らせ下さるとうれしいです。
さて、今年もキッズアンガーマネジメントが始ま

り、各園を回遊して授業を行っています。アンガー
授業で切り離せないのが、普段のクラス運営です。
挨拶の仕方に始まり、聞く話すのメリハリ、話を聞
く時の心と体の姿勢、自分の気持ちを伝える言葉の
選び方、声の大きさなどなど、どう育っているのか
が伺えてしまうのです。基本ができていないと授業
どころではなく、そこからか～という年もあります
が、今年のライオン組はどこもすでにいいカンジ！
これも、「積み上げなければ」というスタッフの
「大人の気合」の成果かもしれません。
スモールステップ、大切ですね！



※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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■ 2022年度保育テーマ 「可能性をひろげよう～心と身体も柔軟に～」 ■

子どもたちは日々、やりたいあそびが沢山あります。ある日「築山でスライダーやりたい！！」との声

があがりました。しかし、近くには小さなクラスの子が沢山あそんでいます。どうするか問いかけると、

子どもたちの話し合いが始まりました。様々な意見を出し合い、そして周りの小さいクラスへの配慮も考

えた結果…園庭の地面にブルーシートを敷き、スライダーあそびを行いました！

“危ないから”と遊びを取り上げてしまうのではなく、やりたいあそびに対してどうしたら安全にできる

かや、ルール等を自分たちで考え決める事であそびの満足度やルールを守る姿もアップ！気持ちが満たさ

れるとその後の活動も意欲的に取り組めました。 保育士：

1 7日 (金 )年長交流会

３年ぶりに、姉妹園４園がまつやま中央保

育園に集合し、年長交流会を行います。他園

と交流することで、社会性を身に付けます。

※詳細は、ライオン組クラスページをご確

認ください。

子どもや保護者 園の動き

1 水 尿検査・布団乾燥 保菌検査

2 木

3 金 (ラ)論語③

4 土

5 日

6 月 職員検診

7 火 生活 OJT-Y

8 水 保育会議

9 木

発育測定
(幼)クッキング
(ね)リズム･うんどう
スポッ子(アスリート)

10 金 (幼)英語であそぼう ねっこ会議

11 土 アイギス研修

12 日

13 月 月案会議

14 火 (ね)フィトセラピー 事務会議

15 水
(パ)スイミング
(ね)プチメイク

ケース会議
夏まつり実行委員

16 木
(ラ)スイミング
(ね)ヨガ

17 金 年長交流会

18 土

19 日

20 月 サブリーダー会議

21 火
(り)野外調理
(ラ)ｱﾝｶﾞｰﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ②

22 水 (パ)野外調理

23 木
(ラ)野外調理
スポッ子(アスリート)

24 金 じゃが芋収穫

25 土

26 日

27 月 (ね)乳児の発達
園長･リーダー会議
クラスリーダー会議

28 火

29 水 誕生会

30 木 歯科検診 夏まつり実行委員

巡回相談事業(※)を活用し、保育士のお子さん

への接し方等の指導力の向上に努めています。

※臨床心理士・家庭児童相談員・子育て支援コン

シェルジュなどが保育園等における集団生活の

中でのお子さんの状況や望ましい対応について

保育士・幼稚園教諭に支援を実施する事業

巡回相談について

夏まつりについて

７月の避難訓練
※web171をご確認ください

※保護者にやっていただく訓練です※
緊急時に困らない為にも

必ずご確認をお願いいたします。
➢ 日 程 ７月１日(金)11：00～

➢ 時 間 １日の23時59分まで

➢ 内 容 水害を想定し、園から災害

伝言板で情報を配信します。

※詳細は後日キッズリーで配信します。

今年度は、重要事項説明に記載の通り、

7月23日（土）に親子参加での実施を予定し

ております。ただし、飲食の模擬店はなしと

し、雨天時については、中止の方向で検討し

ています。

※詳細はキッズリーで配信します。
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歯科検診があります

日にち：６月３０日(木)

時 間：１０：００～

嘱託医：長島先生

検診のみの登園は９：４５までに多目的室で

お待ちください。

この日に受診できない方は、１ヶ月以内に嘱

託医への受診をお願い致します。

服装は半袖・半ズボン

個人の虫かごや
虫網について

暑い日が多くなってきました。

子どもたちの服装は半袖・半ズボンでお願い

します。肌寒いときはベストで調節をしますの

で、毎日の着替えの中にベストを入れておいて

ください。

問題点①

子どもたちの“まねる”対象としての

“顔”を経験する機会が減っていること。

うれしかった時には、

「やったー！」といつも以上に

表現する

問題点②

赤ちゃんが喜怒哀楽の“顔”を学べず、相手の

気持ちがわからない。

マスクを外すということだけでなく、意識的に

表情を見せる♪

参考：NHKおはよう日本HPより

ほけんだより

マスク生活の影響について

家族の中で、表情を見せる

ボディランゲージを活用

ファミリーデーについて

母の日、父の日を合わせ“ファミリーデー”

としています。

日頃の感謝の気持ちを込めて子どもたちがプ

レゼントを用意しました。子どもたちの成長を

感じながら受け取っていただけたらと思います。

これからの時期、子どもたちは虫取りなど

であそぶ機会が増えてきます。

破損やトラブルを防ぐ為、虫かごと虫網は

園の物を使用します。

ご家庭から個人のものを

持ってくることはご遠慮

くださいますよう、よろし

くお願いいたします。
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職員研修・報告

カラーバリューカード

自分が大切にしている価値観を選び、共有し、
お互いを知るという研修を行いました。
自分の幼少期の頃の話や、学生時代の話など、
いつもの会話とは全く違ったコミュニケーショ
ンをとることができました。
職員の関係性の構築・コミュニケーション力

の向上から保育の質の向上につなげていきたい
と思います！

まつやま保育園グループ
Team DADA

今年度に入り、当法人のバスケットボー
ルチームの活動も徐々に活発になってきま
した。先日は社会人チームとJr.チーム合同
で大会に参加し、熱戦を繰り広げました！
ご興味がある方は、ぜひお声がけくださ
い！

★卒園児も活躍中★

語学留学に出発！

３月に退職したスタッフ
が、先日カナダへ♪LINE電
話でお見送りしました。
園児との交流も楽しみに

してます！がんばれ～！！

交通安全指導

竜ケ崎警察署の方をお迎えして、交通安
全のルールを教えていただきました。
警察の方からは、チャイルドシートの着

用についても話がありました。
お子さんの命を守るために、「シートベ

ルトカチッ」の合言葉を守っていきましょ
う！

保育園では、虫刺され対策として

オーガニックの虫よけスプレーを戸外活動前

に子どもたちに使用します。

皮膚トラブルや、虫よけの成分等で使用を

控えたい方は、ご相談ください。

虫よけスプレー

♪ご家庭でも作れます♪

＜200ml材料＞

☆無水エタノール

☆グリセリン

☆ユーカリ

☆ゼラニウム

☆ラベンダー

よく混ぜてから

精製水 176mlを入れ混ぜる。

消毒したスプレー容器に入れます。

16ml

8ml

44滴

24滴

12滴

信号待ちをする
時は道路から離
れましょうね！

道路ではピタッ
と止まる！



■ 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

成長過程を感じよう♪

いってらっしゃーい

玉ねぎの収穫♪

立っちできたよ♪ 私もできるよ～♪

5月20日(金)親子遠足 みんなでたくさんあそびました♪たのしかったね！

かんぱ～い！つめた～い！

発行 ２０２２年6月１日 第１７１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

これは何だろう？？ はっけよ～い、のこった！

ここに行きたいなぁ

大きくな～れ！

水あそび最高！！

論語を始めます。礼！

↑法人ＨＰ
(Includes English version)

↑Instagram

Facebook、 YouTubeは
法人ＨＰからチェック♪


