
ご入園・ご進級、誠におめ

でとうございます。今年度も

残念ながら入園式は中止とさ

せていただきましたが、新年

度を迎え、子どもたちとス

タッフみんなで新たなスタートを喜び合い

ながら過ごしてまいります。もしご不明点や

ご不安なことなどがありましたら、気兼ねな

く担当スタッフや早番遅番スタッフ、また事

務所スタッフにお声かけください。お子さん

の成長を一緒に支えていくため、子育ての

チームメイトとして、精一杯サポートさせて

いただきます。どうぞ一年間よろしくお願い

いたします。

さて、今年度はいよいよ園舎の建て替えに

向けて本格的にスタートいたします。10月頃

から仮設園舎の建設などが始まる予定となっ

ており、ご不便をおかけすることも増えてく

るかと思います。約一年半の長期プロジェク

トとなりますが、子どもたちのために新たな

環境を整えていきたいと思いますのでご理解

とご協力のほど、よろしくお願いいたしま

す。

最後に、今年度の方針や変更点などにつき

ましては本日キッズリーでお送りした動画に

て説明をさせていただだいておりますので、

大変お忙しいと思いますが必ずご視聴いただ

けますようお願い申し上げます。

本年度もよろしくお願いいたします！！！

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

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 「楽しい保育園」

新入園児だけでなく、進級児も新たな環境に
慣れるよう園とご家庭で協力していきましょう。

まつやま保育園

２０２２．４
No.３４３

■新年度のご挨拶 園長 松山 圭一郎

■ 理事のつぶやき 統括理事 松山美法

2021年度ライオン組

「まつやまファーム

立て看板」

畑に設置したよ！

2022年度保育テーマ「モノを大切にしよう！」

～大人の気合いで子どもは変わる～
前回は「一体どうなってる？」と幼

児の箸の話をしました。あの後「激変」
ほとんどの幼児が箸を使って落ち着い
て食事をしているではありませんか。
背中を丸め、皿に口をつけてかきこむ
姿は消え、美しい姿勢で顔つきまでがキリリと見
えます。保護者が？園が？あの後どのような対応
をしたのかは知りませんが、何かがあったはず。
大人の気持ちしだい（気合い）で子どもはこんな
に変わるのですね。

子どもの気持ちを尊重することは大切ですが、
放任にならないように注意が必要です。「ねえみ
んな、温室のように無理に咲かすのでもないし、
かといって野原のように野生のまま放置しておく
ものでもないし、自然に成長して自然に咲くべき
ものに適当な栄養を与えるのが私たちの仕事で
しょう」、これは座右の銘のひとつ、野口雨情さ
んの言葉です。

今年も宜しくお願いします。

■ ２０２１年度卒園制作紹介



※布団乾燥は雨天の場合は順延します。(ね)：ねっこ守谷(子育て支援センター)の活動
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■ 職員コラム

4月新入園児の紹介子どもや保護者 園の動き

1 金
重要事項説明動画の配信
新年度集会

2 土

3 日 一日勤務

4 月 重説確認書/同意書の提出〆切

5 火

6 水

7 木

8 金

9 土

10 日

11 月 発育測定、(ね)レスト・らん

12 火 事務会議

13 水 避難訓練、(ね)レスト・らん 食育会議

14 木 レスト・らん 経営会議

15 金 保育会議

16 土

17 日

18 月 (ね)活動、レスト・らん クラスリーダー会議

19 火 (幼)英語であそぼう サブリーダー会議

20 水 レスト・らん 月案会議、看護師会議

21 木 (ね)活動、レスト・らん 9H勤務

22 金 布団乾燥 法人園長リーダー会議

23 土

24 日

25 月 (ね)活動、レスト・らん

26 火 契約職員会議

27 水 (ラ)野外調理、レスト・らん ケース会議

28 木 誕生会、保育参加申請〆切 OJTY会議、経営会議

29 金 昭和の日

30 土

私は車が好きです。社会人になるまでは、それ程車には興味

を持っていませんでしたが、いざ自分の車を買うとなると‥。

長く乗ることを考えると、様々なメーカーの車に興味を持って

調べ、悩んだ末に今の車に行きつきました。

これからもたくさんの思い出を作っていけるよう、愛情を注

いでいきたいと思います！

重要事項説明書の保管

４/１配信の動画を必ず確認していた

だき、重要事項説明書ｐ.32、33に署名

押印の上、１年間大切に保管して下さい。

また、一緒に配布した確認書/個人情報

使用同意書(Ａ4両面)に署名押印して、

４/４(月)までに園のポストに提出して

下さい。



キッズリー写真のご注意

図書の貸し出しが始まります
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写真やえんだよりについて、ＳＮＳ等

へのＵＰや園児以外の家庭への転送等は

個人情報保護の問題上、行わないようお

願い致します。

※ＨＰ上のえんだよりは園児名等を削除し

て掲載しており、キッズリー配信のもの

とは異なります。

☆貸し出し開始日 ４/１８(月)

☆貸し出し方法

1⃣ 借りる時……貸出チェック表に大人が記

入します。

2⃣ 返す時……返却日を記入し、「返却ボック

ス」に入れてください。

3⃣ １日１冊、期限は１週間。保護者向けの本

も同様です。

【注意事項】

・絵本は汚れないように黄色の手さげバッグに

入れて持ち歩いてください。

・借りなかった絵本は必ず元の位置に戻してく

ださい。

・本を汚したり破損や紛失したりした時は速や

かにご連絡ください。

ＧＷ出欠調査期間

➤調査配信日 ４月 ４日（月）

➤〆 切 日 ４月 ８日（金）

キッズリーにて配信します。食材発注

や職員配置の調整があるため全家庭提出

のご協力をお願い致します。

出欠調査期間

5/2(月) 5/6(金)

～ 今年度の保育テーマ ～

「モノを大切にしよう！」

モノの扱い方や片づけなど、モノを大切

にすることは、いろいろなことに通じてい

ます。今年度は子どもたちとスタッフみん

なでこのテーマを意識していきますので、

ご家庭でもぜひ、モノを大切にする大人の

姿を見せていただき、より子どもたちの意

識につなげられるようご協力お願いいたし

ます。

ほけんだより

☆登園前の体調チェック☆

□発熱はない？
(37.5℃以上は受け入れできません)

□顔色は良い？

□咳や鼻水はひどくない？

□発疹や蕁麻疹はできてない？

□機嫌は良い？

□傷や怪我はない？

□爪は伸びてない？

□排便は？色や形状は？

□朝食はしっかり食べた？

□夜はぐっすり眠れた？

★他にも気になることがあればお伝えください。

内服や使用している薬が
ある場合は、薬の名前を
Kidslyに入力してください。

自分のことは自分で

～主体性を育てましょう～

登降園時の準備や荷物まとめは保護者が

行うのではなく、お子さんを見守ったり手

順を伝えたりしながら一緒に行いましょう。

「できた」を確認し、認めることがお子さん

の大きな喜びと次への意欲につながります。

お仕事前の忙しい時間とは思いますが、ご

協力のほどよろしくお願い致します。
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ねっこ担当です！
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卒園式

入場の様子 第一部・保育証書授与式 卒園おめでとう！

リズムあそび第二部 …わらべうた 竹踊り

退場時の様子 理事長からプレゼント♪

2022年度新人研修

新採用職員1１名が９日間の研修を行い

ました。4/1から山ゆり会の一員として

スタートします。

統括理事 松山美法
社会福祉功労者表彰

3/5（土）「龍ケ崎市社会福祉大会」に

おいて、保育園の民営化及び運営、地

域へ向けたアンガーマネジメント講座

や子育て講座などを継続的に実施する

など、地域の福祉に貢献したことが評

価されました。

後援会より

2021年度卒園記念品としてカラー

マットと避難車(合計240,900円)を頂き

ました。ありがとうございました。大切

に使わせて頂きます。

卒園式終了後の様子

かぜ室では
乳児の子ど
もたちが卒
園式の様子
を見守って
いました☆



P1：園長のお話

理事のつぶやき

P2：スケジュール

P3：お知らせ・ほけんだより

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：ねっこ守谷・一時保育

P11：後援会・新人研修

・統括の表彰

P12：先月のアルバム

おわかれ会 修了式

布施弁天へ遠足(ライオン組)お届け弁当でランチ♪

マラソン大会（３、４、５歳児）

１年前の４月に比べて、ぐ～んと強くたくましく成長した子どもたち☆ 散歩にもたくさん出かけました！

園庭であそびこむ子どもたちの様子

発行 ２０２２年４月１日 第３４３号

社会福祉法人 山ゆり会

まつやま保育園

〒302-0109 茨城県守谷市本町4210

Phone 0297－48―7843

FAX   0297－45―7193

↑Instagram↑法人ＨＰ
(Includes English version)

Facebook、 YouTubeは
法人ＨＰからチェック♪

■ 先月のアルバム ■

卒園記念品の制作中
コロナで延期していた

実習生４名が来ていました


