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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 「ルールがわかる」

「ひとりで園を出て行かない」「デッキ・多
目的ホールは歩く」という安全ルールの他、部
屋やトイレの使い方、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いきましょう。

■ 理事のつぶやき 理事長 松山岩夫 ■ こいのぼり制作紹介

■ 今月もよろしくお願いいたします 園長 松山 圭一郎

心地よい季節となりましたね。園庭では半袖半

ズボン（パンツマン含む(笑)）＆裸足で園庭を駆

け回る子どもたちの元気な声がより響くようにな

りました。新入園児の子どもたちも少しずつ園に

慣れてきている姿が見られ、進級児と新担当ス

タッフとの生活もだんだん信頼関係が築かれてき

ているなぁと思います。保育業界全体的にみると

４月は大きな事故が起こりやすい時期なのですが

（広島市では園児が園から出てしまい水路に落ち

て亡くなる事故もありました）、当園につきまし

ては穏やかに過ごすことができていると感じてお

ります。皆さまのご理解とご協力に感謝いたしま

す。

さて、今月は3年ぶりに幼児クラス対象の親子

遠足（交流会）を開催することにいたしました。

バスでの移動はまだ難しいと判断し、近場ではあ

りますがみんなでお弁当を持って遠足に行きま

す！子どもたちもとても楽しみにしているのでは

ないでしょうか。久々に、皆さんと交流を持てる

機会を設けられてとてもうれしいです♪当日は、

ぜひ子どもたちやスタッフとはもちろんのこと、

保護者同士の交流も楽しみながら深めていただけ

るといいのかなと思います。私事ではありますが、

長女が中学一年生となり、お年頃満載中で父親と

しては四苦八苦しているところです。たまに保育

園時代の同級生の保護者同士で会うと、近況報告

をしたり悩みを共有し合ったりしてホッと安心す

ることが多々あります。保育園だけではなく、こ

れからお子さんが小学生、中学生と成長していく

上で、保護者同士のお付き合いも続きます。ぜひ

今のうちから仲間作りをすることをおすすめいた

します♪

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‼

2022年度保育テーマ「モノを大切にしよう！」

りす組・
パンダ組→

みんなで大き

なこいのぼり

を作ったよ♪

←ライオン組

紙を編み込んで
うろこを表現し
たよ☆

ひよこ組←

紙に絵の具をのせ
ビニールを置いて
手でトントンと押
したよ！



5/19 (木 )歯科検診

※布団乾燥は雨天の場合、順延となります。(ね)：ねっこ守谷(子育て支援センター)の活動
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年中無休で、子どもたちのお弁当作りに励んでいる毎日です。

男子２名、女子１名。量が半端なく、お弁当の中を埋めるのに苦

戦中…。おかずのレパートリー不足になると、まつやま保育園ラ

ンチメニューのレシピにお世話になっています。いつの日にか子

どもたちから恩返しがあることを期待して、がんばっていきたい

と思います。

子どもや保護者 園の動き

1 日

2 月 出欠調査期間(～5/6)

3 火 憲法記念日

4 水 みどりの日

5 木 こどもの日

6 金

7 土

8 日

9 月 発育測定、(ね)レスト・らん

10 火 避難訓練、(ね)活動(百合ケ丘)

11 水
(ラ)アンガーマネジメント①
(ね)スポッ子、(ね)レスト・らん

12 木 (ね)活動、(ね)レスト・らん

13 金 布団乾燥、(ラ)論語 事故防止委員会

14 土 一日勤務

15 日

16 月 (ね)レスト・らん

17 火 (幼)クッキング リズムリーダー会議

18 水
(幼)親子遠足
(ね)スポッ子、(ね)レスト・らん

19 木
歯科検診
(ね)活動(松並)

経営会議

20 金
(幼)英語であそぼう
(ね)レスト・らん

９Ｈ勤務
月案会議、採用試験

21 土

22 日

23 月 (ね)レスト・らん クラスリーダー会議

24 火
(り)野外調理
(ね)マルシェ説明会

25 水
(パ)野外調理、(ね)スポッ子
(ね)活動、(ね)レスト・らん

サブリーダー会議

26 木 (ラ)野外調理、(ね)レスト・らん ９Ｈ勤務

27 金
(パ)(ラ)スイミング
(幼)親子遠足アンケート〆切
(ね)活動(百合ケ丘)

法人園長リーダー会議
理事会

28 土

29 日

30 月 誕生会、(ね)レスト・らん

31 火 交通安全指導 OJTY会議

■ 職員コラム

5/18(水)親子遠足（幼児）

▼行き先：さくらの杜公園

▼雨天時：中止（通常保育）

▼時 間：集 合 ９：１５

出 発 ９：３０

※乳児クラスは園で通常保育となります。

※詳細は後日お知らせいたします。

5/31 (火 )交通安全指導

今年もＤＶＤでの鑑賞を通して、車の

危険性や交通ルールを学びます。知識を

深めることで安全に過ごせるようにして

いきます。

▼時 間 ９：１５ 開始

▼嘱託医 河合歯科 河合弘行先生

先生に聞きたいことがありましたら、事

前に担当に伝えてください。家庭保育で受

診可能な方は開始時間に受けに来てくださ

い。当日受けられない方は、1ヶ月以内に

直接病院を受診して頂くことになりますの

で、ご了承ください。

日程変更のお知らせ

避難訓練を以下の通り変更します。

７/２１(木) → ７/１５(金)

１１/３０(水) → １１/２９(火)
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園からのお願い尿検査（全クラス対象）

災害伝言板登録のお願い

非常時に備えて、インターネットから利用

できる災害用伝言板Ｗｅｂ１７１のブックマー

ク登録をお願いします。パソコン・スマート

フォン・携帯からご利用頂けます。７月に保護

者の方に行っていただく確認訓練があります。

ｗｅｂ１７１

容器配布日：５/３０(月)

回 収 日：６/１(水)10：00まで

採取方法はキッズリーにてお知らせします

ので、ご確認頂きますようお願い致します。

乳児クラスは当日の朝、採れたお子さんのみ

提出してください。

▼服の記名場所をご確認ください

持ち物の記名場所は決

まっています(重要説明書

p.26～27)。※特に半袖

長袖やズボンの記名は、

前側の内側になります。

▼ 保 帽子・服などの貸し出しについて

帽子を忘れたときはスタッフに口頭で伝えてく

ださい。帽子をお貸ししますので、洗濯して２日

以内に手渡しで返却してください。数に限りがあ

りますので、必ず毎日帽子をお持ちいただきます

ようお願いいたします。服などを貸し出した際の

返却についても同様です。

▼エンペイ集金について

5月の２週目頃に新年度購入品および後援会費

等（年払い）の請求をさせていただきます。金額

等につきましては重要事項説明書のｐ21～23を

ご確認ください。お問い合わせがございましたら

事務所までお声かけください。

▼引き渡し後は速やかに帰りましょう

降園時は園内にとどま

らず、お子さんと手をつ

ないで速やかに降園して

いただきますよう、お願

いいたします。

園の前の道路も気を付けよう！

▼園の畑は柵の外から見守ってください

畑で子どもたちと野菜

を大切に育てています。

畑には入らず外から見守

っていただきますよう、

お願いいたします。

子ども用の園Ｔシャツを１枚1,500円で

販売いたします。５月中旬頃になりましたら

インフォメーションで詳細を発信させていた

だきます。

園Ｔシャツ販売

Ｔシャツの色…黒

ロゴのライン…白

しっぽの色…ピンク

だよ♪

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。」
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広報もりや 2022.4.10号より

職員の研修報告

～ 職員オンライン研修～

「初任者研修を受けて」

０歳児担当保育士

保育士として働く上で重要になるコミュ

ニケーションやホウレンソウ（報告・連

絡・相談）の具体的な活用方法を学んだ。

これからの仕事に活かし、より良い保育に

つなげていきたい。

「他者理解の研修を受けて」

フリー保育士

相手の内面を探り、分かち合うことを学

んだ。２歳くらいから相手の気持ちを考え

られるようになること、それによって子ど

もたちに共感力を身に着けさせるには、絵

本を読む（物語に入り込んで感じるものが

ある）、ままごとをする（他人の役割を体

験・経験することを楽しむ）中で思いやり

を育むことができると学んだので、実践し

ていきたい。

職員のお知らせ

卒園児の活躍！

２０１６年度卒園児が、令和３年度守谷市男

女共同参画「絵手紙コンクール」小学生の部で

最優秀賞を受賞しました♪おめでとう！！

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！

食育だより

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！

■ 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♪

■ 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♪



P1：園長のお話

理事のつぶやき

P2：スケジュール・コラム

P3：お知らせ・お願い

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：食育・研修報告・

山田先生・卒園児・職員

P12：先月のアルバム

■ 先月のアルバム ■
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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)

４月は園でのルールや遊具の使い方、散歩の歩き方の確認、手洗いなど生活の基本的なことなどを子どもたちに伝えました

職員の辞令交付式新年度集会 英語であそぼう(３歳児りす組)避難訓練の様子

散歩へ Let’s go！ 歩くことで体力をつけ好奇心を育みます。 公園の満開の桜の下でいっぱいあそんだよ！
帰ってきてすぐ絵で表現する子も☆

～ 園庭では子どもたちがゆったり… 思い思いのあそびを展開していました♪ ～

タンポポと桜の花びらに夢中 あっという間に登っちゃうよ！ クッキング始めますよ～ 築山からゴロゴロゴロー！！

Facebook、 YouTubeは
法人ＨＰからチェック♪


