
先月の運動会では前日の準備、当日の駐

車場係、片付けのご協力、アンケートのご

記入、そして大きな声援！本当にありがと

うございました。子どもたち一人ひとりが

最後まで力を出し切った運動会となったと

思います。うさぎ組、りす組、パンダ組の

子どもたちはそれぞれ自分の力を、楽しみ

ながらときに悔しい気持ちを見せながら発

揮していました。そして、ライオン組の子

どもたちは「やればできる！」姿を保護者

の方に披露できたのではないでしょうか。

豊年太鼓もソーラン節もリレーも全員が持

てる精一杯の力を出し切っていたと思いま

す。これからもライオン組にはもっともっ

と期待していきたいと思います♪今月は乳

児の運動会あそびも予定しております。幼

児クラスも余韻に浸りながら引き続き運動

あそびを楽しみます！

さて、11月も実はもりだくさん！乳児

の運動会あそび、ライオン組の筑波山遠足、

芸術鑑賞会では人形劇の観劇、クリスマス

に向けた活動などもスタートいたします。

朝夕の気温も低下してきましたし、最近少

しコロナが増えてきたことが心配ではあり

ますが、今月もまつやまっ子らしく元気に

過ごしていきたいと思います。

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 「実りの秋」

畑で収穫したさつま芋で焼き芋を楽しんだ
り、散歩でひろってきた木の実などを制作や
あそびにつなげたり、収穫の喜びや感謝の気
持ちを分かち合い、秋の訪れを楽しみます。

まつやま保育園

２０２２．１１
No.３５０

■運動会ありがとうございました 園長 松山 圭一郎

■ 制作紹介

ライオン組５歳児

思い出画「運動会」

■ 理事のつぶやき 理事長 松山岩夫

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

2022年度保育テーマ「モノを大切にしよう！」

皆さんは住みよい街ランキングなるものがある
ことをご存じでしょうか。全国には現在１,７１８
市町村があり、その中で守谷市がなんと１０位に
入っているではありませんか！これには本当に
ビックリです。私が取手市から引っ越してきたの
は４０年前。その頃の守谷町を想うと、隔世の感
があり本当に見事な変貌を遂げたものだなぁと思
わざるを得ません。手前味噌になり大変恐縮なの
ですが、まつやま保育園は守谷市(当時は守谷町)で
第一号の私立保育園です。設立から現在に至るま
で奮闘し、進み続けている妻には一生頭が上がり
ません(笑)。３０年前に建築したまつやま保育園の
園舎もいよいよ建て替えの準備が始まりました。
これからも末永く皆さまに愛される保育園である
ことを願って止みません。

出典：シティブランド・ランキング
－住みよい街2022－」（日経BP 総合研究所）

あひる組１歳児

ハロウィン制作

ひよこ組０歳児

シール貼り

「どんぐり」



2

子どもや保護者 園の動き

1 火 保育会議

2 水
尿検査、乳児運動会あそび

(ね)スポッ子(ｱｽﾘｰﾄ)
(ね)レスト・らん

経営会議

3 木 文化の日

4 金

5 土

6 日

7 月 (ね)レスト・らん

8 火 発育測定、(ね)活動(百合ケ丘) リズムリーダー会議

9 水
(幼)英語であそぼう
(ね)レスト・らん
(ね)スポッ子(アスリート)

保育会議

10 木
(ラ)筑波山遠足、布団乾燥
(ね)レスト・らん

11 金 (パ)(ラ)スイミング

12 土

13 日

14 月 (ね)レスト・らん 安全・衛生ﾁｪｯｸ週間

15 火
芸術鑑賞会、後援会定例会

(ね)レスト・らん

16 水
(り)野外調理、(ラ)アンガー⑤
(ね)活動(松並)
(ね)スポッ子(アスリート)

17 木
(パ)野外調理
(ね)活動、レスト・らん

事故防止委員会
経営会議

18 金 (ラ)野外調理 クラスリーダー会議

19 土

20 日 まつやまルシェin百合ケ丘

21 月 (ね)活動(百合ケ丘) 月案会議

22 火 (ラ)論語⑦、(ね)レスト・らん

23 水 勤労感謝の日

24 木 (ね)活動、レスト・らん

25 金
(パ)(ラ)スイミング
(ね)レスト・らん

サブリーダー会議
法人園長リーダー会議

26 土

27 日

28 月 誕生会

29 火 避難訓練、(ね)レスト・らん

30 水 内科健診、(ね)レスト・らん OJTY会議

■ スタッフコラム

容器はすでに配布済みです

▼提出日時

１１/２（水）１０：００まで

当日の朝、起きてすぐの尿を

採取してください。登園時に各

クラスに設置の袋に提出して、

名簿にチェックをお願いします。

※ひよこ・あひる・うさぎ組の保護者へ

当日の朝に取れたお子さんのみ提出で

大丈夫です。

11/2(水) 尿検査

果物が好きな私の家には常に何かしらの果物がありますが、この夏から秋にかけて
我が家でブームになったのは梨でした。梨の品種名は知っていましたが味の違いまで
はわからず…。普段、果物にあまり手を伸ばさない夫が「おいしい」と言ったのを
きっかけに、色々と食べ比べてみることにしました。幸水、豊水、恵水、あきづき、
新高、南水。中でも我が家で一番好評だったのは“恵水”でした。茨城県オリジナル
の品種だそうで、“恵水”のトップブランド化に向けて、元横綱稀勢の里の二所ノ関
親方が応援団長を務めるプロジェクトが進行しているそうです！！来年は、直売所で
見かけたのに買わなかった“かおり”にチャレンジしてみたいと思います♪

※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

今年度は４年ぶりに人形劇の鑑賞です。

▼時 間 １０：００～

『三匹のこぶた』

『紙をつかった

楽しいお話』

オフィス「やまいも」

さんがやって来ます♪

11/15(火) 芸術鑑賞会

11/10(木) 筑波山遠足
(ライオン組)

筑波山の神社口から山頂を目指します。頂

上でお弁当を食べてケーブルカーで下山しま

す。持ち物などの詳細は11/2（水）にキッ

ズリーにて発信しますのでご確認ください。
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掛け布団について

「運動会」
はいチーズ写真販売

冬季出欠調査

販売開始 11/15（火）から

詳細につきましては、キッズリーとインフォ

メーションで発信致します。

タオルケットは掛け布団に替えましょう。

毛布が必要な場合は、お子さんがひとりで扱

えるよう掛け布団カバーの中に入れてひとつ

にしてください。また、布団をたたんでも敷

いてもカバーを外しても名前がわかるよう真

ん中に大きく名前を付けていただきますよう

お願い致します。

▼すべてに名前をつける

・敷布団カバー

・掛け布団カバー

・布団本体

（敷・掛け布団）

まつやまたろう

＝

＝

真
ん
中
に
名
前
を
つ
け
る

食育だより

▼時 間 ９：００開始

▼嘱託医 えのもと小児科

榎本啓典先生

●家庭保育の方で、可能な方は

開始時間に園に受けに来てください。

●当日受診できなかった場合は1ヶ月以

内に直接受診して頂くことになります

のでご了承ください。

11/30(水) 内科健診

まつやまルシェ開催！

子どもも大人も楽しめるマルシェを開催します。

是非遊びに来てください♪

▼日 時 １１月２０日（日）

▼場 所 まつやま百合ケ丘保育園

食品添加物が多く使用されている為です。

『国で認められているなら安全なのでは？』と思いま

せんか？しかし、安全性は、動物実験でしか検証され

ていません。中には、諸外国では使用禁止なのに日本

ではOKとされているものあります。

添加物ゼロの生活はハードルが高いと思います。
まずは“減らす”からSTARTしてみませんか？

・ハムやベーコンの発色剤→大腸がん

・明太子やたらこの着色料→胃がん

・お菓子や飲み物の甘味料→脳卒中・認知症

(※上記の病気の確率が高くなることは、既にわかっています)

加工食品・化学調味料を使わない理由

調味料(アミノ酸)、くん液、

リン酸塩(Na)、増粘多糖類、

カゼインNa(乳由来)、

酸化防止剤(ビタミンＣ)、

発色剤(亜硝酸Na)、

着色料(コチニール) など

キッズリ―にて配信しますので全園児の入

力をお願い致します。食材発注やスタッフ配

置の調整がありますので、〆切までのご協力

をお願いいたします。〆切 １１/７（月）

冬季出席調査期間

12/27(火) 12/28(水) 1/4(水) 1/5(木)
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歯科検診がありました

ケガ集計 ( 7～9月 )

静かに座って待

てたり自分の名前

をはっきり言えた

りする姿が見られ

ました。河合先生

より「虫歯があっ

てもきちんと治療

開始されている子

が多くてよかった

です。」

職員研修報告

～ キャンパス オンライン研修 ～

▼人材育成の考え方

５歳児保育士

日々、保育している中で、振り返りすること

の大切さを改めて感じた。振り返りをすること

で気づきが得られ、課題を見つけることができ

るため自分の成長につながると思った。

～ キャリアアップ研修～

▼乳児保育

０歳児保育士

あらためて保育士として保護者と関わる際、

保護者に寄り添うことができているか、子育て

で困っていることを聴き、受け止め、ともに考

えることができていないのではないかと振り返

るきっかけとなった。

守谷ハーフマラソンが数年ぶりに開催さ
れます。まつやま保育園グループのスタッ
フも参加予定！
そこで、まつやま保育園グループオリジ

ナルTシャツを着用して走ってくださる出
場者の方を募集します！

ご協力いただける方は、
12月９日(金)までに
スタッフまでお声がけ
ください♪

←前回大会の様子。
今大会のTシャツの色、
デザインは未定です。

＼守谷ハーフマラソン出場される方／

園Tシャツ着用者大募集！

園Tシャツはプレゼント♪

皆さまのご協力お待ちしています！！

ケガが起こったら対象児や時間、場所、状況、

原因、対処、背景などを細かく記録・集計し、

スタッフ全員で情報共有しています。再発防止

に努めていきます。

◎クラス別件数

◎原因 ◎ケガの種類

１位 転倒する １位 すり傷

２位 ぶつける ２位 赤みが残る

３位 噛みつかれる ３位 所見なし

前回と比較したところ転倒・転落の数が減り、

噛みつきなどによるケガが増えていました。主

に言葉でコミュニケーションをとることが未熟

な乳児クラスでみられます。スタッフが間に入

り子どもたちの気持ちを代弁しながら、引き続

き、ケガ予防に配慮していきます。

7月 8月 9月

ひよこ組 １４ １８ ３５

あひる組 ３５ ２７ ５１

うさぎ組 ２５ ３３ ３４

り す組 ３ １２ ２５

パンダ組 １２ ２２ １８

ライオン組 １７ １５ ３８

計 １０６ １２７ ２０１

▼最善の選択ができる人に判断力

フリー保育士

外向きか内向きか、理性的か感性的かなどの

自分の判断力のタイプ（クセ）を知ることが大

切だと感じた。他人事にせず「自分だったらど

うするか」を考えるクセを付けていきたい。



■ 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：ケガ集計・歯科検診

・研修報告・守谷マラソン

P12：先月のアルバム

↑法人ＨＰ
(Includes English version)

発行 ２０２２年１１月 １日 第３５０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

運動会

↑Instagram

Facebook、 YouTubeは
法人ＨＰからチェック♪

運動あそびの秋、収穫の秋♪ 1０月の子どもたちの様子

開会式

豊年太鼓(５歳児)

園庭のみかんを味見

かけっこ(２歳児) かけっこ(３歳児) かけっこ(４歳児) かけっこ(５歳児)

個人競技(３歳児) 個人競技（４歳児） 個人競技(５歳児)

ソーラン節(５歳児) 玉入れ(３,４歳児) リレー(５歳児)

実習生がきていました英語であそぼう(幼児)11月は乳児の運動会あそび。手や足をたくさん使って遊んでいます スイミング(4,5歳児)

はみがきの仕方(生活) さつまいも掘り。大きなおいもがとれました☆落ち葉あそび 収穫した稲を脱穀したよ


