
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」

夏本番！この時期ならではのあそびや活動を
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。

■ 理事のつぶやき 創設者 松山美法 ■ 山車・神輿制作紹介

まつやま保育園
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■ぐ～んと成長する時期を迎えます 園長 松山 圭一郎

「かみなりどんがやってきた」
＜あひる組１歳児＞

「いないいないばぁ！」
＜ひよこ組０歳児＞

「おみせやさん」
＜うさぎ組２歳児＞

「畑のパラダイス」
＜りす組３歳児＞

「地球を守ろう」
＜ライオン組５歳児＞

「ピーマンマン」
＜パンダ組４歳児＞

本当に暑い日が続いていますね！大人たちはそろ
そろ夏バテで疲れが出てくる頃かと思いますが、ま
つやまっ子たちは元気に外で水あそびや運動あそび
を楽しんでいます。
７月下旬頃からコロナの感染拡大と共に、コロナ

以外の風邪症状が目立つようになってきました。制
限がない夏を迎え、コロナ対策のおかげで昨年まで
は流行しなかった感染症も拡大したのが要因とされ
ています。ちなみにインフルエンザも２年間は流行
していません。今年の冬はコロナ以上にインフルエ
ンザも警戒しなくてはならない状況が来るかもしれ
ません…。園としては、コロナ対策と感染症対策を
しっかり行っていきますので、ご協力のほどよろし
くお願いいたします。
さて、7月は夏まつりあそびも無事に終え、子ど

もたちは10月の運動会へ意識が向き始める時期に
なってきました。特にライオン組は太鼓の披露もあ
るので活動が盛んになってきます。スッタフみんな

で子どもたち一人ひとりの気持ちを受け止めながら、
できる限り主体的に取り組めるような仕掛けをして
いきたいと考えております。
保護者の皆さまにもぜひご協力いただきたいこと

があります！時にはお子さんが弱音を吐いたり、う
まくできなくてやりたくないと言ったりすることも
あるかと思います。その時にはお子さんの気持ちに
寄り添って、できないことを掘り下げるのではなく、
どうしたらできるようになるのかを一緒に考えてあ
げてください。太鼓に限らず、跳び箱や鉄棒、縄跳
びなどの運動に関しても同様ですが、ご家庭でもで
きることがあるかなぁと一緒に考えたり取り組んだ
りしていただければと思います。一つ一つの小さな
成功体験が大きな成功体験につながり、大切な自己
肯定感の育みにつながっていきます。運動会で子ど
もたちのキラキラとした笑顔や一生けん命に取り組
む姿はもちろん、その子その子のそれぞれの成長を
見ることが楽しみです♪

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

～「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」



※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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子どもや保護者 園の動き

1 月 (ね)レストらん

2 火

3 水 (ね)活動、(ね)レスト・らん

4 木 布団乾燥、(ね)レストらん 事故防止委員会

5 金 (ね)活動(百合ケ丘)

6 土

7 日

8 月 (ね)レスト・らん

9 火 避難訓練 9Ｈ勤務、草取り

10 水
発育測定、(ね)出前保育

(ね)レスト・らん
経営会議

11 木 山の日

12 金 出欠調査期間(～8/16)

13 土

14 日

15 月 安全・衛生ﾁｪｯｸ週間

16 火

17 水
(ラ)キッズアンガー③
(ね)レスト・らん

保育会議

18 木
(幼)英語であそぼう
(ね)活動(松並)

クラスリーダー会議

19 金 (ね)レストらん サブリーダー会議

20 土

21 日

22 月 (ね)活動、レスト・らん 月案会議

23 火
(ラ)論語④、(り)野外調理
(ね)活動(百合ケ丘) 

リズムリーダー会議

24 水 (パ)野外調理、(ね)レストらん

25 木 (ラ)野外調理
9Ｈ勤務、草取り
経営会議

26 金
(ね)活動(百合ケ丘)
(ね)出前保育、(ね)レストらん

法人園長リーダー会議

27 土

28 日

29 月 (ね)レスト・らん ケース会議

30 火 (幼)クッキング

31 水 誕生会、(ね)レスト・らん ＯＪＴＹ会議

出欠調査期間

出欠調査のご協力ありがとうございました。

変更がありましたら、すぐにクラス担当にお

知らせ下さい。

●期間中の持ち物

一日分のみ持って登園し、降園時に持ち

帰って下さい。

■ スタッフコラム

「ねっこ守谷」による出前保育

まつやまプレイルームに
あそびにきませんか

▼日 時 ８/１０(水)、２６(金)

１０:３０～１１:００

▼場 所 守谷市中央図書館１Ｆ

『おはなしの部屋』

お知り合いで興味がある方にご紹介くだ

さい☆ スタッフが出張しエプロンシアター

や制作など一緒に楽しみます♪

早朝のジョギングを楽しんでいます。季節の移ろいを草花や街路

樹に感じたり写真を撮ったりします。春は梅・ハクウンボク、初夏

のネムノキの花、いずれも香りが先にやってきて、気付き、木を探

すのですが、香りはダイレクトに思い出につなげてくれるので、故

郷の友人を懐かしく思い出します。これから秋の木々の中では、桂

の葉を触ると醤油せんべいの香りがします。試してみてください。
ネムの木 くちなし

休みの前にすべての荷物を持ち帰り、服な

どはお子さんに合ったサイズか、持ち物すべ

てに記名があるかの確認をしてください。
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奉仕作業のお知らせ

日 時：９月１０日（土）

９ ３０～１１ ００

対 象：全保護者

内 容：側溝の砂出し・搬出、タイヤ

（遊具）の埋め直し、駐車場の

草取り、デッキのささくれ修理

・ワックスがけ、その他

持ち物：着替え、飲み物、汗拭きタオル、

軍手、草取りのかま、雑巾１枚、

スコップ、バケツ

※後日お知らせする担当作業に

合った物品をお持ちください。

その他：汚れてもいい服装で参加してく

ださい。

お子さまと一緒にご参加いただ

いても構いませんが、保護者の

責任の下、安全に配慮して無理

のないようお願いします。

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)

昼

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！

夜
●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

絵本のご紹介

「あしたプールだがんばるぞ」

寺村輝夫：著、いもとようこ：イラスト

いぬいわんすけは、

水がこわくてプール

がいやでした。でも、

魚やえび、かめのい

うとおりに体を動か

したら……。

「すいか！」

石津ちひろ：文

村上康成：絵

夏といえばやっぱり

すいか！おじいちゃん

の畑にやってきた子ど

もたち。すいかを食べ

たくなる一冊です。
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ケガ集計（4～6月）

スタッフのお知らせ

～ 職員オンライン研修～

▼「OJT基礎講座」を受けて

３歳児スタッフ

周りからの声かけを大切にしていきたいと

思った。特に人の話を聞くときの「傾聴」を学

んだ。受け止めて話を聞くことの大切さを忘れ

ず、いろいろな人と関わっていきたい。

▼「中堅研修」を受けて

２歳児スタッフ

「ストローク＝相手の存在や価値を認める行

為」という言葉に強い印象を受けた。ストロー

クとは心の栄養のことで、周りの人たちのスト

ロークが少なくなっていたら、声をかけたり話

を聞けるような人になりたい。

▼「デキる人ほどやっている報連相」を受けて

２歳児スタッフ

報告・連絡・相談は、相手と信頼関係を築き

仕事をスムーズに行うために小さなことでも伝

えていきたい。質問や確認を行うことで仕事の

精度を上げていきたい。

職員の研修報告

ほとんどのご家庭に災害伝言板をご確認

いただけました。おじいちゃんやおばあ

ちゃんも内容を把握されているご家庭もあ

り、皆さまの連携力を感じました。お忙し

いところご協力ありがとうございました。

災害伝言板の避難訓練は毎年行っています。

緊急時でも落ち着いて行動できるよう日頃

から対応の確認をお願いします。

避難訓練のご協力
ありがとうございました

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～

ケガが起こったら、対象児や時間、場所、
状況、原因、対処などを細かく記録・集計
してスタッフ全体で情報共有しています。

◎クラス別件数

◎原因

１位 転倒する

２位 ぶつける

３位 引っかかれる

ケガの内容と一人ひとりの身体的・社会性
発達を照らし合わせて、環境を整えたりトラ
ブルを防げるよう対策を講じたりしています。
また、ケガをしにくい身体作りを目指して朝
の運動やリズムあそびなどにも力を入れてい
ます。

◎ケガの種類

１位 赤みがのこる

２位 すり傷

３位 明らかな所見なし

4月 5月 6月

ひよこ 5 7 9

あひる 31 53 42

うさぎ 49 29 52

りす 35 17 17

パンダ 22 22 17

ライオン 36 26 27

計 178 154 167



■ 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：ねっこ守谷・一時保育

P11：避難訓練・ケガ・スタッフ

・有機野菜・研修報告

P12：先月のアルバム

夏まつりあそび

↑法人ＨＰ
(Includes English version)

発行 ２０２２年８月１日 第３４７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♪

卒園児おかえりなさいプロジェクト♪

七夕のお焚き上げ じゃがいも掘り スイミング（４、５歳児） クッキング（幼児）

７月は12名がきてくれました！朝は少し緊張気味で、「はい」「～です」口調の子どもたちでしたが、
帰る頃にはすっかりまつやまっ子に戻っていて、笑顔もたくさん見せてくれました～☆ ８月は30名が来てくれる予定です！

活動の様子


