
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

夏まつりでは、たくさんのご協力ありがとうご
ざいました！これまでの形とは違いましたが、３
年ぶりに夏まつりを開催でき、たくさんの笑顔が
見ることができとてもうれしく思います。
乳児クラス中心の夏まつりあそびも、園内の

アットホームな雰囲気の中、おまつりの気分を味
わいました。
コロナ禍でスタッフがぐっと集まるということ

がほとんどなかった中で行った職員太鼓。久しぶ
りに１つのものを完成させる！という感覚を味わ
うことができました。

先月、研修に３日間参加させていただきました。
研修では「シェアドリーダーシップ」というもの
を学びました。リーダーシップ＝影響力であり、
若いスタッフでももつことができるというもので
す。若いスタッフが影響を与えられるための環境
作りを行っていきたいと思います。
そして、今回はオンラインではなく対面のセミ

ナーであるということが、とても意義のあるもの
だったなと感じました。他園の同じ立場の方と、
グループでたくさんのディスカッションを行えた
ことで、刺激を受け、気づきや自信にもつながり
ました。

仕事だけでなく、友人ともZOOMでしか会えて
いないこの２年。早くコロナを気にせず対面で会
えるようになると良いなと改めて思いました♪

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 「夏のあそび」

ついに夏本番！この時期ならではの水あそびを楽しみます。

思いっきり遊んだ後には、十分な水分補給を行ない、室内

でゆったりと過ごし体を休めます。ご家庭でも、水の事故や

脱水症状が起きないよう気をつけていきましょう！

■ 3年ぶりの夏まつり！ 園長 仲内 久美子

■ 制作紹介■ 理事のつぶやき 創設者 松山美法

＜幼児 神輿＞

2022年度保育テーマ 可能性を広げよう～心と身体も柔軟に～

＜乳児 山車＞

～「園が子どもを愛しまくる理由の１つ」～

2021年度、警察から児童相談所に通告した虐待件
数は98,050件で前年の10%増、虐待の摘発は
2,170件で過去最多となりました。
痛ましい事例を耳にする度に、長期に傷つけられた

子どもの気持ちを想像し、胸が痛みます。
虐待の背景は、保護者の心身の状態に起因すること、

子どもの障害、夫婦関係のヒビ、望まぬ妊娠、保護者
自身が親から虐待を受けて育ったなど、様々です。
虐待を減らすために保育園ができることは何でしょ

うか。それは孤立した親を作らないこと、相談できる
人（保育士など）が近くに居ると思ってもらえる、よ
い関係性を作ることが重要だと考えています。
また、もし寂しい思いをしている子どもがいた場合、

第三者（園）であっても子どもの気持ちに寄り添うこ
とで、それを補うことができると言われています。
子どもたちが安心して成長できるよう、引き続き

愛しまくっていきます。 データ参考「7月保育通信」

一致団結し、
より良い保育を
行っていきます！



登園時の持ち物

※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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12日(金)～16日(火)

夏季出欠調査期間持ち物

◼ 保育の対象

期間中、お子さんを見る方がいないご家庭

◼ お願い

登園予定だった方で、お休みになった場合は、

分かった時点でお知らせください。

 おしぼり(幼児)
 コップ
 歯ブラシ

 着替え１日分
 エプロン(乳児)

毎日１日分の荷物を持ってきてください。
お迎えの時は全部お持ち帰りください。

■ 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 ～」 ■

保育室で使用しているタイマーをご存じですか？ダイヤルをセットすると、残り時間を色で知らせ、
時間の経過とともに色面が減っていき、最後は音で終了を知らせてくれます。導入当初は、終了音を聞
いても「何の音？」といった表情の子が多く「片付けだよ」「次は〇〇の時間だよ」と担当が声を掛け
ていました。
７月に入り、子どもたちの様子を観察していると「緑があと少しだ！」「もうすぐピピピなるね。」

と教え合う姿が。さらに「次はリズムだね！」「次はランチだ！」と次の行動を予測し、準備する子も。
タイマー1つでいろいろな可能性を伸ばせることに気づかされた出来事でした。今後も成長を見守る中で
見つけた可能性を広げていけるような保育を行なっていきたいと思います。 保育士：

期間前の持ち帰り

 布団
 歯ブラシ
 コップ

 帽子
 着替え・タオル
 避難靴・ビーチサンダル

すべて持ち帰り、サイズ・名前の確認と
手入れをお願いします。

公開保育があります

園での活動や生活の様子を、小学校の先生に見
て頂き、子どもたちの育ちについてディスカッ
ションを行います。小学校入学時のギャップを少
しでも減らせると良いなと考えています。

龍ケ崎西小学校さんとは、先日幼児クラスス
タッフと先生のディスカッションを行いました！
小学校との繋がりについては、随時発信してい

きます！

子どもや保護者 園の動き

1 月

2 火

3 水
布団乾燥
社会福祉協議会高校生ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

保菌検査

4 木 事故防止委員会

5 金 OJT-Y

6 土 広島平和記念日

7 日

8 月

9 火
(ラ)論語④・生活
長崎平和の日

保育会議

10 水
発育測定
竜ケ崎一高附属中学校職業
体験

月案会議

11 木 山の日

12 金 出欠調査期間(16日まで)

13 土

14 日

15 月 終戦記念日

16 火

17 水
(パ)スイミング
調理実習生(31日まで)

ケース会議

18 木
(ラ)スイミング
(ね)ハーバリウム

サブリーダー会議

19 金
サイエンスラボ
後援会②

20 土

21 日

22 月 (ラ)ｱﾝｶﾞｰﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ③

23 火 (り)野外調理 リズムリーダー会議

24 水 (パ)野外調理 クラスリーダー会議

25 木
(ラ)野外調理
(ね)リズム・うんどう

(ジャンプ)

26 金 英語であそぼう 園長・リーダー会議

27 土

28 日

29 月 (ね)ピットイベント

30 火 誕生会

31 水
(パ)スイミング
(幼)クッキング
保育実習生（9/12まで)
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ランチに有機野菜を
取り入れています！

「つくば自然農園」
坂本一信さん

「栄養価が高く、エグ味の
ない本物の野菜の味を、子
どもたちに食べてもらいた
い！」
と採れたての安心・安全な
野菜と愛情♡を、直接届け
てくださっています♪

「食べ物から身体は
作られる」

成長著しい、乳幼児
期だからこそ、食材
の質にもこだわって
います！

ナスのなべしぎ♪
子どももモリモリ食べ
ていましたよ～

エンジンを掛けたまま、お子さんの送迎

をされている方がいらっしゃいます。

大切なお子さんの将来のために、地球環

境を守っていきましょう！

お願い

朝と夕方の駐車場は、車の出入りが多く

てとても危険です！

大切なお子さんがケガなどをしないよう

に、駐車場から保育園入り口まで、手を繋

いで登園しましょう！

睡眠パターンは大人がつくりましょう

成長するにつれ
必要な睡眠時間は変わっていきます

●新生児：16時間以上/日 ●3～6カ月：13-15時間/日
●乳幼児期（1-3歳）：13時間/日
●幼児期（3-6歳） ：11-12時間/日

参照：未就学児の睡眠視診 (愛媛大学医学部付属病院 睡眠医療センター)

健やかな心身を育む

朝

●毎日同じ時間に起きて朝日
をしっかり浴びる

●1日の活動の基礎となる
朝ごはんをしっかり食べる

●日中はしっかり
身体を動かす

●昼食後のお昼寝
…寝過ぎに注意！

●夕食…眠る２時間前迄が理想
●ぬるめのお風呂に入る
●眠る30分前にはテレビ・

ゲーム・スマートフォンなど
明るい光を見ないように

●毎日同じ時間にふとんに入り
睡眠時間は十分確保する

ほけんだより

夜昼
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ケガ集計

w e b 171実施報告避

夏まつり＆夏まつりあそび

７月の避難訓練では、ご協力ありがとうござ
いました。

今年度実施率･･･44％(58/132名)

毎年、実施率が低い状態が続いています。
(昨年34.9％)
災害はいつ起こるか分かりません。いざとい

う時のために、ご協力をお願いします！
めざせ！実施率100％！！

乳児クラスは成長過程の中での転倒、自分の思いをうまく言葉にできず、噛みつきや引っ掻きが

突発的に起こりました。担当が気持ちを代弁し、トラブル防止に努めていきます。ひよこ組のひっ

かきについては、寝ている間に自分でひっかいてしまうことがあり、定期的な爪のお手入れをお願

いしています。

幼児クラスは、思い切り身体を動かして遊んでいる中での打撲や転倒が多くなっています。

歯科検診結果

4月 5月 6月

ひよこ 6 7 7

あひる 36 46 28

うさぎ 10 18 28

りす 17 4 7

パンダ 4 5 6

ライオン 11 13 8

4月 5月 6月

転倒 15 17 26

打撲 17 19 11

噛みつき 18 20 14

引っ掻き 14 15 16

擦り傷 7 10 8

その他 13 12 9

虫歯のある子は
少なかったです。
おうちでのケアを

継続しましょう。

バザー当日売り上げ ２３，00０円

利 益 ２３，00０円

ご協力ありがとうございました。

2022年度 夏まつり売上報告



■ 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

なーんだ？ わぁ！すごいねー！ 葉っぱを入れた氷･･･
不思議だなぁ

斜め切りって難しいね お店屋さんの役割を決めます！･

ロールマットでリラックス～

涼しい場所みつけた！

魚釣れるかな そ～～れっ！

朝の会をはじめますよ～♪ きれいな空になあれ 冷たくてきもちいぃ いらっしゃいませー

とぶぞー！！

発行 ２０２２年８月１日 第１７３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

↑Instagram

Facebook、 YouTubeは
法人ＨＰからチェック♪

↑法人ＨＰ
(Includes English version)

おいしいの作りま～す♪

ポツポツ当たるね♪


