
今月のテーマ 「お正月・冬のあそび」

新年を迎えた喜びを感じ、伝承あそびや日本
の伝統を楽しみます。また冬の不思議に触れる
など科学の芽を育んでいきます。

■ 新年あけましておめでとうございます 園長 松山 圭一郎

まつやま保育園

２０２３．１
No.３５２

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～

■ 理事のつぶやき 理事長 松山岩夫 ■ 制作紹介

本年もよろしくお願い申し上げます。今年は弊園に
とって大忙しの一年となります。2/25には仮設園舎
への引越し、3月から旧園舎解体・新園舎の着工、そ
して12月下旬には新園舎への引越し、その後は仮設
園舎の解体。現在すでに駐車場の縮小などでご負担を
おかけしておりますが、今後は仮園舎となり環境も変
わります。できる限り子どもたちがいつも通りに過ご
せる環境設定をスタッフみんなで考えて参りますので、
引き続きのご理解、ご協力のほどお願いいたします。
さて、昨年はバス閉じ込め事故や虐待、不適切保育

など保育業界にとっては少子化以上にショッキングな
出来事が多い年となりました。
事故や事件を通じて、残念ながら業界の課題も浮き

彫りになってきました。保育士の疲弊や離職の理由の
ひとつになっている保育士配置基準。それが人手不足
を引き起こしています。私たちは７０年以上前に定め
られた配置基準（子どもの数に対する保育士の数）で
保育をしているのです。４・５歳児（３０：１）、３

歳児（２０：１）、１・２歳児（６：１）、０歳児
（３：１）。その見直しについて、世論のあと押しも
あり、今年４月から改善の動きが起こり始めますが、
予算の関係でほんの一部の大規模園しか対象にならず、
１２０名定員のまつやま保育園は対象外です。今のと
ころ弊園では様々な工夫や経営努力により、特に幼児
クラスは配置基準の3倍以上の保育士を配置しており
ます。しかしそれでも正直、現場は日々精一杯です。
もしかすると保護者の皆さまにもご満足いただけてい
るとは必ずしも言い切れないかもしれません。ですが
幸い、この一連のニュースが流れた後もまつやま保育
園グループに通う保護者の皆さまから心配の声などは
一切頂いていないことは、我々の励みになっておりま
す。今後もスタッフが一丸となり責務を果たしていき
ますので、至らない点や何かお気づきの点などがござ
いましたら、お声がけ頂けますと幸いです。持続可能
な保育をしていくためにワンチームとなって、協力し
合えたらと思います。よろしくお願いいたします！

2022年度保育テーマ「モノを大切にしよう！」
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あけましておめでとうございます。今年もお子さ

んの健やかな成長を心よりお祈り申し上げます。昨

年は園児の送迎バス置き去りや虐待など世間を騒が

す事件が保育業界で発生してしまいました。さぞや

保護者の皆さまも心を痛めたことでしょう。山ゆり

会ではこうした事件を「対岸の火事」ではなく「明

日は我が身」と捉え、常に自らを律してスタッフ一

同、努めて参りたいと思います。

さて“光陰矢の如し”2022年があっという間に

過ぎ、2023年が始まりました。昨年も毎日の出来

事を認めようと手帳を買いましたが、ほとんど白紙

の状態でゴミ箱入りになってしまいました。めげず

に今年こそはと思っていますが（笑）。年を重ねる

のは本当にあっという間です。皆さんも今を大事に

して日々過ごされますよう願っております。
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ライオン組

(５歳児)

うさぎ組

(２歳児)
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鏡開き
子どもや保護者 園の動き

1 日 元日

2 月 休園日

3 火 休園日

4 水 出欠調査期間(～1/5)

5 木 経営会議

6 金 新年集会 保育会議

7 土

8 日

9 月 成人の日

10 火 発育測定、(ね)活動(百合ケ丘)

11 水
鏡開き、英語であそぼう
レスト・らん

食育会議

12 木
布団乾燥、避難訓練

(ね)活動、レスト・らん

13 金 (幼)クッキング

14 土
一日勤務
新入職員ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ

15 日

16 月
(り)野外調理
(ね)レスト・らん

クラスリーダー会議
安全衛生ﾁｪｯｸ週間

17 火 (パ)野外調理、(ラ)論語⑨ 事務会議、ｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ会議

18 水
(ラ)野外調理
(ね)レスト・らん

19 木 (ね)活動(松並) 経営会議

20 金
(パ)(ラ)スイミング
(ね)レスト・らん

月案会議
法人園長リーダー会議

21 土

22 日

23 月 (ね)活動、レスト・らん

24 火

25 水
(ラ)キッズアンガー(保護者参観)

(ね)レスト・らん

26 木 (ね)活動(百合ケ丘)

27 金
(ラ)年長交流会
(ね)レスト・らん

28 土

29 日

30 月 (ね)レスト・らん

31 火 誕生会 OJTY会議

長男（小２）には苦手なことがたくさんあります。学校の宿題、物の片づけや整理整頓、etc...。

でも、小さいころから変わらずスポーツ全般身体を動かすことは大得意！３歳から始めた

テニスが大好きで、苦手な宿題もテニスのレッスンや試合に行く前にはまるで別人のよう

に(笑)終わらせてしまいます。大好きなスポーツを通して、たくさんのことを学んでくれ

たらな、と思っています。

１月１１日（水）

今年も風邪などの病気にかからないよ

うに願いを込めて、小づちで鏡もちを開

きます。小さくしたお餅は１/16（月）

に揚げ餅にして頂きます。

鏡開きの由来

※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

▼ 鏡もちの名前

昔の鏡の形に似ているところからそう
呼ばれています。昔の鏡は青銅製の丸
型で、三種の神器にもあるように神様
が宿る場所とされていました。

▼行う日は…

一般的には1/11(あるいは1/15)です。
「縁を切らない」ように“割る”のが
いいとされ、おもちは小さく砕けた欠
片も残らずいただきます。

▼ 飾る場所
本来は床の間ですが、玄関やリビング、
台所など家の中の“大切な場所”に飾
りましょう。

1/27(金)年長交流会

６月に引き続き、龍ケ崎のまつやま中央

保育園に４園の年長児が集まります。前回

２位だったリレーのリベンジに燃える子ど

もたち。リレーやリズムで交流を深める予

定です！当日はお弁当・水筒・レジャー

シート・着替えをお願いいたします。

■ スタッフコラム
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マラソン大会があります
（幼児クラス）

毎朝９時から１０分間、運動の時間を

設けています。寒い時期ですが、走った

りリズムあそびをしたりすることによっ

て、心肺機能や体力の向上につながりま

す。幼児クラスの子どもたちは走ること

の集大成として、保育の中でマラソン大

会を行います。

食育だより新しい絵本のご紹介

ねっこ守谷運動会 開催☆

まつやま保育園グループ 『食』への思い

◎和食中心

栄養バランスが良い

まつやま保育園グループは、味や栄養価に加え、
旬を取り入れたり、SDGｓ等について考えたり
しながら献立を作っています。
食べる力＝生きる力を育む食育を行っていきま
す。

旬・素材のおいしさを感じられる

高たんぱく質、食物繊維が豊富

環境問題や食糧不足問題に
貢献する

◎大豆ミートを使用

★園児の参加も大歓迎です！★

寒い冬こそ親子で楽しく
体を動かしましょう♪

▼日にち ２月１８日(土)
▼場 所 常総運動公園 体育館
▼時 間 ９:３０～１１:３０

（受付９:００～）
▼対 象 守谷市近隣在住の

０歳～未就学前の親子

※駐車場から体育館までは距離があるので

時間に余裕を持ってお越し下さい。

前回の

運動会の様子

◎申し込みは園のホームページ

「子育て支援」よりご予約下さい

「おもちさんがね・・」
とよたかずひこ：さく・え/童心社

ちりちりちりちり......

火鉢の上で、気持ち

よさそうなおもちさん。

もちもち、ぷるんぷる

ん、ぎゅっぎゅっ♪

人気シリーズ「おいし

いともだち」第13作目。

「おしょうがつおめでとう始まりの日！」
ますだゆうこ：著・たちもとみちこ：イラスト

/文渓堂

いたずら子猫のみ～み

は、いつもと違う家の様

子に興味津々！だって今

日は大みそか♪「もっと

知りたい！行事の絵本」

シリーズ第６弾。

タッチパネルからBluetoothがとんで

いるので、玄関ドアの外からでも打刻で

きますが、うまく操作

できないときなどは、

対応したスタッフに伝

えていただきますよう

お願いいたします。

玄関受け入れ・引き渡し時の
打刻もれにご注意ください
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ケガ集計（1 0、1 1月） スタッフ研修報告

まつやま保育園グループ
Team DADA 関東大会出場 !!

１０月は活動の充実に伴いケガも多くな
りました。ケガが起こった時間・場所・状
況・原因・などを細かく記録・集計し、ス
タッフ全員で情報共有して再発防止に努め
ていきます。また、リズムあそびなどを通
して、ケガのしにくい身体作りを目指して
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

１０月 １１月

ひよこ組 ３８ ２９

あひる組 ５９ ３９

うさぎ組 ４３ ３５

り す組 ２５ １９

パンダ組 １８ １６

ライオン組 ３７ ２２

計 ２２０ １６０

先月、埼玉県にて行われた関東クラブ

選手権に出場しました。大会前にメン

バーのケガが重なり、当日は5人で挑む

ことに…。

残念ながら初戦敗退とはなりましたが、

強豪相手に最後まで攻め続け、実りある

試合となりました。

また来年に向けてがん

ばっていきます。応援、

ありがとうございました。

オンライン研修「メンター」

メンター制度が期待される背景として、

職場でのコミュニケーション機会の減少な

どがあげられている。毎日挨拶をする中、

プラスでひと声かけるなど親しみやすい雰

囲気作りが大切だと学んだ。スタッフ同士

や保護者の方とも信頼関係を築き、些細な

ことでも相談し合えるようにしていきたい。

オンライン研修

「保育所等における

発達が気になる子の理解と支援」

子どもたちの支援の仕方の方法を学び、

「できた！」につなげるための４つのポイ

ントが印象に残った。子どもたちがより園

生活を楽しめるように声のかけ方をもっと

工夫していきたいと思う。

スタッフにも…
M e r r y C h r i s t m a s ! !

各園のクリスマス会は

終わりましたが、スタッフにも

サンタクロースからのプレゼントが…♪

オンラインでの開催となりましたが、

つかの間のクリスマスイベントを楽しみ

ました。

これからも子どもたちの笑顔がたくさん

見られるよう、スタッフ一同

精一杯頑張ります！！



■ 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

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・クリスマス・

職員研修・バスケ記事

P12：先月のアルバム

発行 ２０２３年１月４日 第３５２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

～ もちつき ～

どんぐりいっぱい♪ 工事のクレーンに夢中 こうやってはくんだよ！ バイクレース開催☆ 散歩の距離が
おおきいね～ 伸びてきました

↑Instagram↑法人ＨＰ
(Includes English version)

Facebook、 YouTubeは
法人ＨＰからチェック♪

オーナメント作り サンタさんへの手紙 キレイだね～♪ うさぎ組「やさいさん」

残念ながらクリスマス会は行えませんでしたが、みんなで雰囲気を楽しみました☆

～ １２月の活動 ～

りす組「ジャンボリミッキー」 プレゼントだ！ 「三匹の子ぶた」ライオン組。表現あそびに向けての取り組み中

もちごめをふかして 杵でよくつぶします よいしょ～、よいしょ～ お正月用の鏡もち おいしいよ☆
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