
先日、今年の出生数見込みの速報が出ましたが国

の予測よりも8年も早い速度で80万人を切り、77

万人予測となりました。私の同級生は170万人、今

年20歳の人たちは115万人…。この流れは残念な

がら止まらないでしょう。実は保育業界は今、大変

な時代に突入し、都内を中心に都市部でも閉園や事

業譲渡、定員割れに伴う経営悪化など数年前では考

えられない状況になっています。守谷市に住まわれ

ている方々は正直まだ実感はないかと思いますが、

保育所も園児がいないことで潰れる時代に入ってい

ます。

姉妹園がある龍ケ崎市も少子化の勢いが止まりま

せん。10年前には500人台の子どもたちが市内で

生まれていましたが、現在は300人台になってきま

した…。龍ケ崎市は待機児童がいませんが、今のと

ころ、姉妹園は２園とも定員を超えている状況です。

なぜかというと市外から来てくれるお子さんが、

10％以上を占めるからです。どちらの園も５、６市

町村から通って来てくれています。まさにコンセプ

トでもある「遠くても、通いたい保育園。」

まつやま保育園がある守谷市も他市からの入園希

望を受けていますが、現在は市内優先です。ただ、

一時保育では他市（柏からも！）から来て頂いてい

ます。

また、最近では選ばれる理由を

聞きたいということで、講演依頼

を多数いただいております。先日

は東京国際フォーラムで開催され

た『保育博』で登壇の機会もいた

だき、立ち見も出るくらいの大盛況でした（自慢話

ですみません💦）しかし、世の中がそのくらい厳し

い状況になっているということだと思います。

大変な時代になってきていますが、これからもま

つやまはまつやまらしく、スタッフと共に保育に邁

進していきたいと思います。これからもご理解とご

協力のほど、よろしくお願いいたします。

今月のテーマ 「クリスマスともちつき」

クリスマス会では表現の場として合唱や合
奏、ダンスなどを披露し合い楽しみます。も
ちつきでは日本の伝統文化を伝えていきます。

まつやま保育園

２０２２．１２
No.３５１

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

うさぎ組（２歳児） ライオン組（５歳児）

■ クリスマスオーナメント制作紹介

■ 超少子化時代 園長 松山 圭一郎

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～

2022年度保育テーマ「モノを大切にしよう！」

ひよこ組（０歳児） あひる組（１歳児）

■ 理事のつぶやき 創設者 松山美法

～ 新たな挑戦 仮)ねっこカフェ ～

ご存じかとは思いますが、まつやま保育園の
建て替え工事が始まりました。1年後には完成す
る園舎に、オーガニック・フェアトレード・森林
農法のコーヒーを提供する「カフェ」を併設することに
しました。引き続き「ねっこランチ」のご提供をすると
同時に、地域の方々や保護者の皆さんがホッと一息つけ
る居場所として、また、子育てや食育の情報発信、育児
相談の場にしていきます。ですが、カフェのスタッフは
私ひとりなので、いるときはコーヒーが出せますが、い
ないときは出せないという、ゆるカフェです笑。
このために、コーヒー豆の焙煎とドリップを学ぶ専

門学校に通いました。開店までは「ハチドリコーヒー」
の個人名称で、各園のスタッフ休憩に合わせて出前カ
フェやマルシェなどに出店して修行します。出店できる
ところがあったら是非呼んでください。
時々各園にコーヒー豆を置きますので、良かったらお

試しください。皆さんからご意見をいただきつつ、1年
後には腕を上げたいと思います。
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わたしは休日にお泊り会やドライブ、買い物をして過

ごしています♪最近は旅行に行けていなかったので、友

だちと「遠出したいね」という話になり、計画を立てて

いるところです（笑）コロナが落ち着いてきたら行きた

いなと思っています！！

12/15 (木 )
クリスマス会

■ スタッフコラム

子どもや保護者 園の動き

1 木 布団乾燥、(ね)レスト・らん 経営会議

2 金 (ね)活動(百合ケ丘) 法人採用試験

3 土

4 日

5 月
(り)野外調理
(ね)レスト・らん

6 火
(パ)野外調理
(ね)活動、レスト・らん

7 水 (ラ)野外調理

8 木 (ね)レスト・らん

9 金 発育測定 法人ねっこ会議

10 土

11 日

12 月 (ね)レスト・らん 安全・衛生ﾁｪｯｸ週間

13 火 避難訓練

14 水
(幼)英語であそぼう
(ね)レスト・らん

15 木 クリスマス会 経営会議

16 金
(パ)(ラ)スイミング
(ね)レスト・らん

クラスリーダー会議
理事会

17 土 一日勤務

18 日

19 月 (ね)活動、レスト・らん サブ・リーダー会議

20 火 (ラ)論語⑧、(ね)活動(百合ケ丘) 月案会議

21 水 もちつき

22 木 誕生会、(ね)レスト・らん ケース会議

23 金
(パ)(ラ)スイミング
(幼)クッキング
(ね)レスト・らん

法人園長リーダー会議

24 土

25 日

26 月 ＯＪＴＹ会議

27 火 出欠調査期間(～1/5)

28 水

29 木 休園日

30 金 休園日

31 土 休園日

※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

生活の中で、クリスマスソングを歌ったり

オーナメントを作ったりすることを通して、

だんだんとクリスマスの雰囲気を感じられる

ようになってきました。

当日はクラスで取り組ん

できたことを披露します。

子どもたちとふかしたもち米を臼と杵で

つきます。ライオン組がお正月用のお供え

もちを作ります。

12/21 (水 )もちつき会

ライオン組の

持ち物

・エプロン
・マスク
・ハンカチ
・三角巾
・軍手

去年の様子↓
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出欠調査期間

調査のご協力ありがとうございました。

変更が生じた場合は、速やかにスタッフに

お知らせください。また、休み当日のキッ

ズリー連絡帳は「お休み」で送っていただ

きますようよろしくお願いいたします。

●気持ちよく新年を迎えるために

年末のお休みに入る前には、すべての持

ち物を持ち帰り、洗濯や名前の書き直し、

帽子のゴムが伸びていたら付け替えをする

など、お手入れをお願いします。

※期間中(12/27～1/５)に登園する場合は、

1日分の衣類をご持参下さい。

12/27
(火)

12/28
(水)

12/29(木)
～1/3(火)

1/4
(水)

1/5
(木)

出欠調査期間 休園日 出欠調査期間

小学校に上がる前にお子さまの様子を見

ていただく機会として、授業参観を行わせ

ていただきます。１家庭につき１名で日程

は以下の予定です。１月に入りましたら、

キッズリーで詳細をお伝えいたします。

▼日 時 １/25(水) 9:30～10:15

▼内 容 キッズアンガーマネジメント

ライオン組保護者の方へ

就学に向けて

ゆずってください

ライオン組の集金について

筑波山遠足ケーブルカー代1人あたり

２８１円を12月のエンペイにて請求さ

せていただきます。よろしくお願いいた

します。

来年２月の引っ越しの準備を少しずつ始

めているところです。そこで、仮園舎の保

育室で子どもたちの持ち物を置くための棚

を探しています。もし不要な棚がありまし

たら、お声かけいただけるとありがたいで

す。よろしくお願いいたします。

ほけんだより

ご家庭で嘔吐してしまったら…

家庭内で感染を広げないために…

＊手洗いと換気
嘔吐処理後は必ず手を洗いましょう。
換気も忘れずに！

＊汚れた衣服の洗濯
嘔吐物を取り除き、消毒液に30分程度
もしくは85℃以上の熱湯に1分以上浸し
ましょう。

きれいに取り除いた後、消毒液
を使って拭き上げましょう。

キッズアンガーマネジメントの様子

～消毒液の作り方～

①２Lペットボトルに半分ほど水を入れる。

②塩素系漂白剤を40ｍｌ入れる。

③蓋をして混ぜ、全体が2L

になるように水を足す。
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職員研修報告

7～11月にいただいた声をご紹介します♪

保育参加 ～保護者のご意見～

スタッフのお知らせ

～ キャンパスオンライン研修～

▼「組織の一員として考える組織理解」

自分が所属している組織のことをしっかり理

解した上で、より良い園作りをしていく意識を

持とうと感じた。

感想など（年齢別）

・もっと子どもに任せる・見守る

・話を聞いてあげる ・ポジティブな声かけ

・もっと認めてあげる ・もっと褒める

・一緒に過ごす時間を増やす

これからご家庭で意識しようと思ったこと

分刻みで行動してい
たり次にやることを
しっかり理解したり
していて感心した！

(5歳児)

子どもの世界にはたく
さんのルールがあって、
きちんと守っているんだな
と感心させられた。いろん
な子どもがいて面白い！
先生方は本当によく見てく
ださっている。(5歳児)

子ども同士で譲り
合ったり解決した
りする姿が見られ
成長を感じた。

(4歳児)

リズムあそびが本当に
運動になった。子どもに
とって体づくりのひとつ
で大事だなと感じた。

(3歳児)

昨年よりみんなが様々な
行動や主張ができるよう
になっていた点や人数が
大幅に増えている点から
保育の大変さを痛感し改
めて感謝の気持ちでいっ
ぱいになった。(1歳児)

園で一人で遊んでいる
のではないか友だちが
いないのではないかと
心配だったが、友だち
との関わりが見られて
安心した。(2歳児)

散歩で信号を渡る時や
車が近くを通る時に注意
するべき点がたくさんあり
大変だった。(0歳児)

子どもたちがのびのび
としていて積極的に取
り組む姿を見ることが
できた。 (1歳児)

法人研修報告

今年度の法人研修は、担当するクラス毎の

グループに分かれ、各園の保育テーマを達成

するために取り組んでいることの発表やディ

スカッションを行いました。

発表内容や方法には個性も見られ、刺激し

合いながら大変有意義な時間となりました。

自分の順番が来るま

で静かに座って待つ姿

や挨拶がきちんとでき

る姿、自分の名前を

はっきり言える姿が見

られました。榎本先生

からは「みんな元気で

いいですね～☆」と

言っていただきました。

内科健診がありました



■ 先月のアルバム ■

P1：園長のお話

理事のつぶやき・制作

P2：スケジュール

P3：お知らせ・お願い他

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：保育参加・スタッフ

研修報告・内科健診

P12：先月のアルバム

↑法人ＨＰ
(Includes English version)

発行 ２０２２年１２月１日 第３５１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

Facebook、 YouTubeは
法人ＨＰからチェック♪

～ ライオン組 筑波山遠足 ～

神社口から出発☆ お互いに励まし合いながら

登っています！！

頂上で食べるお弁当は

サイコーだったよ♪

前のグループと離れないよう
声をかけ合って進むよ！

～ 乳児運動会あそび ～

人形劇「三匹のこぶた」観劇 やきいもパーティー 愛宕中学生 職業体験

～ 子どもたちのあそび＆活動 ～


