
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

異常なほどに早い梅雨明けと、猛暑…
顔を合わせると「暑いですねぇ…」という言葉し
か出てこない毎日です…(笑) 園内では、水あそ
びや冷房を活用しながら、酷暑を乗り切っていき
たいと思います。ご家庭でも、寝ている間に起こ
る「隠れ熱中症」や、土日の過ごし方にもご注意
いただければと思います。

３年ぶりの年長交流会。久しぶりに他園のライ
オン組と交流する子どもたちの姿を見て、直接会
うということは、とても尊い経験だなと再認識し
ました。中央の子どもたちは、負けてしまったリ
レーのリベンジに、まつやま大宮保育園に行きた
いとの声が…どんなスケジュールであれば、行く
ことができるかなどクラスで考えている姿があり
ました。子どもたちが「こうしたい！」と思った
ことを、スタッフがどのようにサポートできるの
か…？様子を見守っていきたいと思います♪

地域の子育てサークルふぁみぱるさんの託児で、
外部のお母さん方とお話していると、コロナ禍で
の出産・育児をされている方は、孤独を感じる割
合がとても高いなということを感じています。園
内でも、親子同伴慣らし保育ができなかったり、
行事が中止になったりと、保護者同士がお顔を合
わせる機会が、ほとんどなくなってしまいました。
そのような中、ねっこのセミナーの後に利用者の
方々がおしゃべりをされていて、帰る際に一言
「引っ越してきて初めてママ友ができました！」
と満面の笑みでお話されていました。
そんなきっかけを作っていくこと。また、

ちょっとした愚痴や悩み事を話せる場所を作るこ
との大切さを痛感しています。
そして…保護者の皆さまもちょっと愚痴を言い

たいなぁなんて時には、お気軽にお声がけくださ
い♪お待ちしております～

まつやま中央保育園
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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 「夏まつり」
子どもたちが楽しみにしている夏まつり。
園では、山車・神輿作り、太鼓や盆踊りを通して、
古きよき文化を感じられるようにしていきます。
当日はぜひお子さんと一緒にお楽しみください。

■ つながりの場作り 園長 仲内 久美子

■ 制作紹介■ 理事のつぶやき 理事長 松山岩夫

先月、山ゆり会４園による年長交流会を開催する
ことができました。残念ながら、百合ケ丘保育園は
オンラインで開会式のみの参加になってしまいまし
たが、他３園の年長児はまつやま中央保育園に集ま
り、ホールでリズムあそびをしたり、園に隣接する
公園でリレーをしたりして楽しみました。わたしの
目には現時点での子どもたちの姿は各園とも満点に
映りました。それぞれ、日々の活動に真剣に取り組
んでいる姿が垣間見えた時間でした。さて、リレー
ですが、どのチームの子どもたちも次の走者にバト
ンを渡すために一所懸命に走る姿に感動させられま
した。ちょっとわたしが異常なのかなと思うくらい
に…どんなに年を重ねても胸を打たれるものです。
歓声に動かされて向かいの家の年配の方が窓から見
ている姿もありましたので、私ばかりではないと確
認できたのはよかったです(笑)。
朝早くからお弁当を作って送り出してくださった

保護者の皆さんに感謝いたします。秋の運動会も楽
しみにしていてください。

キラキラフィルムを
ペタペタ貼り

かわいい顔を描きました

＜あひる組 １歳児＞

太鼓の練習風景
クレヨンと絵の具で
力強く描きました

たくさんの絵の具を
使って、素敵な色の

あじさいになりました♪

＜あひる組 １歳児＞

＜ライオン組 ５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～



※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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幼児クラスでは、保育時間にマジック画を取り入れています。日々、子どもたちが自由に描く絵に、

日付と名前を書くだけでなく「何を描いたの？」と聞いて“タイトル”を書くようにしました。最初の

頃は、聞かれたことにとまどいや恥ずかしさを見せる子もいて「きょうりゅう」や「でんしゃ」など単

語で答える子がほとんどでした。そこで「何をしているところを描いたの？」と絵を見ながら聞き方を

子どもに合わせて変えてみることにしました。そうすることにより「〇〇が△△していることろだ

よ！」や「〇〇が△△して■■になったんだよ！」表現力が豊かになってきました。また、絵や色使い

にも変化が出てきていると感じました。今後、絵だけではなく、子どもたちの創造力や表現力を引き出

せる声掛けや環境設定を引き続き行いたいと思います。 保育士：宮本奈緒美

■ 2 0 2 ２年度保育テーマ「 可能性 をひろ げよう ～心と 身体も 柔軟に ～」 ■

23日(土) 夏まつり

ちょうちん制作のお願い

下の赤い枠に
フルネーム

をお願いします！

➢ 配布日 4日(月)
➢ 回収完了日 19日(火)

夏まつりの雰囲気を盛り上
げるために、園内にちょうち
んを飾ります。左図のちょう
ちんを１つずつ配布いたしま
すので、親子で色付けや装飾
をお願いします！材料やデザ
インは自由です。
完成しましたら「乳児は各

クラス・幼児は玄関ホール」
へ取り付けて下さい。ご協力
のほど、よろしくお願いいた
します。

↓見本です。

➢ 集 合 15：45

➢ 開 会 16：00

➢ 終 了 18：00予定

➢ 場 所 まつやま中央保育園 園庭

（受付・開会式：隣の高砂第二街区公園）

※雨天時は中止し、翌週の保育の中で

夏まつりあそびを行います。

※別途、おたより・プログラムを配布・

配信します。

※乳児、幼児：雨天時に土曜保育をご希

望の方は通常通りの申請を

お出しください。

子どもや保護者 園の動き

1 金
(避)災害伝言板
(ラ)論語③

2 土

3 日

4 月
(り)野外調理
ふぁみぱるイベント

園長・事務局会議

5 火 (ラ)野外調理

6 水
(パ)野外調理
(ラ)スイミング
布団乾燥

OJT-Y
保菌検査

7 木 七夕・誕生会

8 金 生活・発育測定 保育会議

9 土

10 日

11 月 月案会議

12 火 (幼)クッキング

13 水
(パ)スイミング
(ね)山車づくり

食育会議

14 木
(ね)リズム＆スポーツあそび
スポッ子(アスリート)

15 金 夏まつり委員会③
サブリーダー会議

16 土

17 日

18 月 海の日

19 火

20 水

21 木 (ね)アロマ石けんづくり クラスリーダー会議

22 金

23 土 夏まつり

24 日

25 月 夏まつり反省会

26 火 英語であそぼう

27 水 園長・リーダー会議

28 木

29 金

30 土



3

早寝早起き、朝ごはんで
熱中症を予防しましょう

お盆は、ご先祖さまの霊をまつり、お迎えして

感謝の気持ちを伝える日です。いつもと違う文化

を味わうよい機会を大切にしましょう。

➢ 配信日 2日(土)

➢ 〆切日 8日(金)

仕事のために保育する方がいない場合は通常

に保育をします。食材の発注、職員配置の都合

上、全員〆切日までにご回答ください。

夏季出欠調査期間
8日 (金 )提出〆切

人間は寝ている間に500～700mlほどの水分が

失われ、起きた時には脱水状態になります。

自宅でできる一番の熱中症対策は「朝食を摂

る」ことです。時間や食欲がないからといって朝

食を食べずに出かけてしまうのは危険です。

睡眠不足でも体温の調整機能が低下しやすくな

ります。早寝早起きを心がけましょう。

園では肌に優しいオーガニック虫よけを
用意し使用しています。
使用したくない場合は、担当までお声が

けください。

虫刺されを悪化させないために
・汗はこまめに拭きましょう
・爪は短く切りましょう(とびひ予防)

成分
無水エタノール
グリセリン
精油（ユーカリレモン、

ゼラニウム、ラベンダー）
精製水

虫よけを使います

卒園児おかえりなさい
プロジェクト

昨年度よりスタートした、卒園児が保育士体験

を行う「おかえりなさいプロジェクト」！

卒園児にとっては、懐かしい園舎でスタッフに

再会できる機会であり、園児にとっては大きなお

兄さん・お姉さんと出会える貴重な機会となりま

す。事前の体調確認などをしっかりと行いながら、

交流を楽しんでいきたいと思います。

予約の詳細は、卒園児LINE公式アカウントでお

知らせします。お知り合いの卒園児で、情報を知

らない方がいらっしゃいましたら、お知らせくだ

さい！

（昨年度の様子）

12日
(金)

13日
(土)

14日
(日)

15日
(月)

16日
(火)

出欠調
査期間

土 日 出欠調
査期間

出欠調
査期間

小麦などに含まれるグルテンを摂取しない食事

米粉を使用して、園ではこんなメニューを提供して
います！

人によっては、体の免疫がグルテンに過剰反応する
ことが原因で、倦怠感や頭痛を引き起こすことも…

体質改善

・肌トラブル改善
・便秘や下痢の解消
・花粉症改善

スポーツプロ選手
もグルテンフリー
を実践!!

…等が期待できます!!

フォー

蒸しパン

かき揚げ

お好み焼き

グルテンフリーのメリット

米粉の活用

グルテンフリーとは

食育だより

➢ 予約開始日 11日（月）

➢ 実施期間 7月25日(月)～8月31日(水)
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新人歓迎会 法人研修を行いました

■ 危機管理対応研修
講師：㈱アイギス 脇 貴志 氏

事故を防止するには、より多
くの事故事例を知り、同じ事故
を起こさぬよう自園に当てはめ
て対策することが大切であると
学びました。
また“人生100年時代をどう

生き抜くか”“長生きすること
のリスク”等、各々のこれから
を考える時間にもなりました。

各園毎に、保育テーマのねらいや日々の取り組
みについて発表を行いました。また、他園のス
タッフと情報交換を行い、より良い保育になるた
めのヒントを収集し合いました。

■ 保育研究発表会

＜情報交換の様子＞

本年度もグアム親子留学は中止となりました。

コロナの状況が落ち着き次第、再開したいと考え

ておりますので、その際はぜひご参加ください！

グアム親子留学について

（前回の様子）

地域とのつながり

※就労継続支援B型とは…障害のある方が軽作業な

どの就労訓練をおこなう福祉サービス

園庭やエントランス付近のかわいいお花は、

「社会福祉法人ゆっこら 就労継続支援Ｂ型

花農場」さんより購入させていただいてます。

今年度も大きなホールをお借りし、新た
に山ゆり会の一員となったメンバーの歓迎
会を行いました！
先輩スタッフのオープニングダンスから

始まり、先輩企画のゲームで大いに盛り上
がりました♪
これからもスタッフ一丸となって、子ど

もたちの幸せのために頑張ります！

職員の研修報告

CAN-PATHオンライン研修

「折れない心をつくる～レジリエンス～」

保育士：池上雄基

自分がどのようなことでストレスを感じ、ど

のように対処すべきなのかを多角的な視点から

知る事ができた。上手にストレスと付き合うた

めの訓練を少しずつ行なっていき、レジリエン

スを高めていきたい。

年長交流会

6月17日(金)に山ゆり会のライオン組が集まり

リズムやリレーをして楽しみました。お弁当のご

協力ありがとうございました。



デッキ拭きのお手伝い

■ 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

Going my way!? ♪ラララ～虹が虹が♪

慎重に･･･

お手伝いするねスライダー最高！

足裏はどんな感触かな？ リズムすごいね！ だるまさんがころんだ！

何してあそぶ～？

発行 ２０２２年7月1日 第１７２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 ｍatsuyama-chuo@yamayurikai.or.jp

↑法人ＨＰ
(Includes English version)

↑Instagram

Facebook、 YouTubeは
法人ＨＰからチェック♪

おめでとう！ふぅ～っ

あっぷっぷ～あはは♪

２名の学生さんが、

2週間ずつ実習に

入りました。

素敵な保育士さん

になりますように☆

↑

クッキング準備

読み聞かせ→


