
■ 制作紹介

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 「実りの秋」

収穫したさつまいもで焼き芋をしたり、

落ち葉シャワーを楽しんだりと秋ならで

はの経験をしていきます。

■ たくさんのご声援ありがとうございました 園長 松山 夕里子

まつやま大宮保育園
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■ 理事のつぶやき 理事長 松山岩夫

先月の運動会ではたくさんのご協力を頂き、
誠にありがとうございました。当日の朝まで
も保護者の方より「手伝えることはあります
か？私たちはお客さまじゃないから、何でも
言ってくださいね」とのお声がけを頂き、そ
のお心持ちに大変胸が熱くなりました。競技
中も皆さまからの歓声や拍手のおかげで、子
どもたちは最後まで頑張り切ることができま
した。本当にありがとうございました。そし
て…大迫力の綱引き！大いに盛り上がりまし
たね。とってもかっこ良かったです♪
さて、先月の同ページで「鑑賞の秋」を

誓った私ですが、有言実行ということでひた
ち海浜公園のコキアを見てきました。しかし、
少し時期が早かったようで期待していた色付
き具合には至らず、非常に残念でした。来年

は真っ赤なコキアが見られると良いなと思っ
ています。その後は一緒に行った年長の甥の
ためにプレジャーガーデンを歩き回り、大人
にとっては物足りない乗り物と他で済ませれ
ば安くあがる食事に多くのお金を落としてき
ました…(笑)。そんなこんなで色々と反省が
残る一日とはなりましたが、少しは秋を感じ
ることが出来たのかなと思っています。徐々
に寒くなってきた
今日この頃。荷物が
増え億劫に感じるこ
ともありますが、
もっと寒くなって冬
のスキーも今から楽
しみです。

≪1歳児 あひる組≫

型紙にタンポで色
を付けて顔のパーツ
をのり付けしました。

≪5歳児 ライオン組≫

モールを器用にねじ
り合わせてくもの巣を
作りました！
さすがライオン組！

園庭の落ち葉を廃材
に貼り付けてかわいい
ミノムシが出来上がり
ました♪
目を描くことで個性

が光りますね！

≪幼児 かぜグループ≫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市町村があるそうで、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。
手前味噌になるかもしれませんが、守谷市（当
時は守谷町）で第一号の私立保育園を開設した
妻には一生頭が上がりません。今、３０年前に
建築したまつやま保育園園舎の建て替えの準備
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）



※布団乾燥は雨天の場合、順延となります。 ：ねっこ龍ケ崎(子育て支援センター)の活動ね
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■ スタッフエピソード ■

11/5(土)～11/9(水)大昭ホール龍ケ崎

にて「龍ケ崎市民文化芸術フェスティバル

～幼稚園・保育園児絵画展～」が開催され

ます。ライオン組の絵画が

展示されます！お時間のあ

る際にぜひお出かけください♪

芸術の秋

尿検査

日 に ち：11月２日（水）
提出時間：９時１５分まで
提出場所：エントランス靴箱上の

回収BOX

腎臓の病気や糖尿病の疑いがないか調べ

るために尿検査を行います。

※ひよこ・あひる・うさぎ組は採れるお子

さんのみの提出となります。

未使用の容器も回収BOXを用意いたしま

すのでそちらに提出をお願いします。

ねっこ龍ケ崎

まつやまルシェ

地域の方に保育園を知っていただきたい！とい

う思いで、キッチンカーやワークショップなど

盛りだくさんのマルシェを開催します！

➢ 日 時 １１月２３日(祝)

１０：００～１５：００

（雨天決行）

➢ 場 所 まつやま中央保育園

たくさんの方のご来場をお待ちしております♪

子どもや保護者 園の動き
1 火 クラスリーダー会議

2 水
尿検査

(ラ)筑波山遠足
保菌検査

3 木 文化の日

4 金 (幼)生活

5 土

6 日

7 月 安全・衛生チェック

8 火 (幼)英語であそぼう リズムリーダー会議

9 水 (ね)ベビーマッサージ

10 木
発育測定

避難訓練
サブリーダー会議

11 金

12 土

13 日

14 月

15 火

16 水
布団乾燥

(り)野外調理
(パ)スイミング

17 木
(パ)野外調理

(ラ)スイミング
事故防止委員会

18 金 (ラ)野外調理 第3回秋期採用試験

19 土

20 日

21 月 月案会議

22 火 (ラ)アンガーマネジメント⑤

23 水 勤労感謝の日 (ね)まつやまルシェ

24 木 OJT-Y会議

25 金
(ラ)論語⑦

(ね)大宮カフェ
園長・リーダー会議

26 土 一日勤務

27 日

28 月

29 火 (幼)クッキング

30 水

ぐっと寒くなってきましたね。先日急いで衣替えをしました。その勢いの
まま断捨離をしようといざ始めてみたものの…。今や中学生の娘たちの保育
園時代の制作や洋服を発見！1つ1つを見返したり、懐かしんだり…断捨離は
失敗に終わりました。
当時は当たり前だったものも、年月が経つとさらに宝物になりますね。

娘たちが大人になってもいつでも見せられるように、大切に保管しようと
改めて思いました。皆さんもお子さんの作品や思い出をぜひ大切にとって
おいてください！
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図書だより

赤い羽根募金

エントランスに募金箱を設置させて
いただきました。募金いただいた方に
は、赤い羽根を事務所でお渡しします
のでお声がけ下さい。

うさぎ組・幼児

朝の運動としてマラソンを行います。気温が

低い日には子ども自身で判断して、靴を履いて

走る場合もあるため、園庭用の靴の準備をお願

いします。

※月曜日の朝、デッキの

靴箱に靴と避難靴(ビーチサ

ンダル)を一緒に入れていた

だき、金曜日にお持ち帰り

をお願い致します。

※うさぎ組はクラスページをご参照ください。

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16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！！

≪幼児靴箱≫

『はたらきのこ』
作・絵：あおいきのこ

とってもかわいいき

のこさんたちが働きま

す。おそうじ・ごはん

づくり・こもり等々。

そこへ助けを求めるお

手紙が届きます…。さ

て、そのお手紙の内容

とはいったい!?

可愛いキャラクター

たちが登場し、読んで

いて思わず微笑んでし

まう子どもも大人も楽

しめる絵本です。

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。

食育だより

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
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消防署立ち合い
避難訓練

ケガ集計 ( 6月～9月 )

内科健診結果

内科健診のご協力あり

がとうございました。

異常のあったお子さん

には担当から個別にお声

がけします。

今年も豊作♪

今年も田んぼに植えた稲穂が実り、稲刈り
を行いました！
お米ができるまでの過程を本で調べ、準備

万端！スタッフと一緒に刈り取ることが出来
ました。この後の過程も、子どもたちと探究
しながら学びにつなげていきます♪

火災の想定で訓練を行いました。毎月の訓
練の積み重ねから、避難場所を理解し取り組
む姿が見られました。
訓練の後は、消防車を見学♪ライオン組は

実際に消防服を着る体験もさせていただきま
した！

乳児は歩行や着替え中にバランスを崩
すなど、自分でやれることが増えたゆえ
のケガが増えています。
幼児も同様に、他児とのトラブルによ

るものよりも自身の思いがけないアクシ
デントによるものが多かったです。



■ 2022.10. 2２ 運動会 ■ 一人ひとりのパラダイス～自由と探究～

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：ねっこ龍ケ崎

P11：先月は…

P12：先月のアルバム
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社会福祉法人 山ゆり会

まつやま大宮保育園

〒3０１-０８１６ 茨城県龍ケ崎市大徳町４９２１

Phone 0297－８５－５０６２

FAX   0297－８５－５３６３

E-mail

↑法人ＨＰ
(Includes English version)

↑Instagram

Facebook、 YouTubeは
法人ＨＰからチェック♪

■ 2022.10. 2８ さつま芋掘り ■

一人ひとりが日々の積み重ねの成果を存分に発揮することが出来た1日。まさに『自由と探究』がた
くさん詰まった運動会でした。スタッフも改めて子どもたちの心と身体の成長を感じました。

開会式
豊年太鼓 うさぎ組かけっこ 幼児かけっこ

そらグループ個人競技 かぜグループ個人競技
保護者競技 バルーン

ハーフタイムショー リレー 閉会式メダル授与


