
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 「梅雨の遊び」
雨だから室内で過ごすのではなく、雨の日なら

ではの発見を求めて、積極的に園庭などに出て、
雨の季節を楽しんでいきます。

■ 制作紹介 ～ 雨の日制作 ～
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■ 理事のつぶやき 統括理事 松山美法

各クラス、これからの梅雨時期に
ぴったりの制作を行いました。

■ 交流 園長 北島 未来

2022年度テーマ ～やってみたいをひきだそう！“子どもを信じて”～

～続・大人の気合い～

前回のテーマ「大人の気合で子どもは変
わる」を読んで「それならば･･･」と気合を
入れ直してみたご家庭はありましたか(笑)?
書いている側からすれば、読み手に何か

しらの影響を与えるものでありたいので、もし成
功・失敗体験などがありましたら、スタッフまでお
知らせ下さるとうれしいです。
さて、今年もキッズアンガーマネジメントが始ま

り、各園を回遊して授業を行っています。アンガー
授業で切り離せないのが、普段のクラス運営です。
挨拶の仕方に始まり、聞く話すのメリハリ、話を聞
く時の心と体の姿勢、自分の気持ちを伝える言葉の
選び方、声の大きさなどなど、どう育っているのか
が伺えてしまうのです。基本ができていないと授業
どころではなく、そこからか～という年もあります
が、今年のライオン組はどこもすでにいいカンジ！
これも、「積み上げなければ」というスタッフの
「大人の気合」の成果かもしれません。
スモールステップ、大切ですね！

実際にあじさいを見に行き、
好きな色を選んで一つ一つ
の花を折りました。

あじさいの写真を見て模写
しました。ちぎった折り紙
の葉っぱを付けて完成☆

うさぎ組

パンダ組

画用紙を重ねて葉っぱ
を切ることにも挑戦！
個性豊かな素敵なかた
つむりができました♪

りす組

幼児クラスのみなさん、先日はお忙しい中、親子
レクリエーションにご参加いただきありがとうござ
いました。
開園１年目にコロナウイルスが流行しはじめ

保護者参加の行事も自粛させていただくことが多く、
本当に久しぶりの親子参加の行事。子どもたちは、
もちろん私たちスタッフもワクワクしながら当日を
迎えました(笑)
当日は、自己紹介では想定外のハプニングがあっ

たものの（帰園後、原因を突き止めたので来年は
きっと大丈夫なはず(笑)）、レクリエーションや、
お弁当、自由時間をを通して、保護者の方同士も交
流されている様子をあちらこちらで目にし、たくさ
んの笑顔を見ることができて本当に嬉しかったです。
さらに嬉しかったのは、ご協力いただいたアン

ケートで「先生たちが楽しそうだったのが嬉しかっ
た」というお言葉をいただいたことです。
私も仕事をしていて一番嬉しいと感じるのは、子

どもたち、保護者の方、スタッフが楽しそうにして
いる姿を見れた時で、同じような気持ちを、私たち
に持っていただいてる方がいらっしゃることに、じ
んわり温かい気持ちになりました。

そして、行事の時は進行することに必死になってし
まうこともあるので、気をつけなければとヒヤッと
しました(笑)
乳児クラスのみなさん、自己紹介カードの作成に

ご協力いただきありがとうございます♪
保育士はこの手のものを作るのが得意な人が多い

のですが、私は大の苦手で皆さんが作ってくださっ
たカードに感心するばかりです。今まで知らなかっ
たエピソード満載で、スタッフもワイワイしながら
拝見しております。そして、カードの内容から会話
がはずみ、コミュニケーションが生まれている様子
もあり、とっても嬉しく最近の私の楽しみでもあり
ます。
今年度は少しずつ園行事の実施も緩和していけれ

ばいいなと思っています。さっそくですが、６月の
年長交流会は、マスクの着用など感染対策をしつつ
バス遠足として実施予定です。
そして、夏まつりに関しては保護者の方に参加い

ただけず心苦しいところではありますが、スペース
の都合で制限が多い中での実施になってしまうため、
昨年度同様、保育の中で行い、一日を通して夏まつ
りの雰囲気を楽しみたいと思います。



子どもや保護者 園の動き

1 水 尿検査 保菌検査

2 木 交通安全指導
クラス会議
経営会議

3 金 (パ)(ラ)スイミング
９H勤務

取手ブロック研修会
(ね)レスト・らん

4 土

5 日

6 月 (幼)生活

7 火 (ラ)論語② (ね)レスト・らん

8 水 避難訓練(地震)

9 木 (幼)クッキング

10 金 発育測定
ねっこ会議

(ね)レスト・らん

11 土
一日勤務

危機管理研修

12 日

13 月 (ね)レスト・らん

14 火 (ラ)アンガー②
事務会議
(ね)ヨガ

15 水 ケース会議

16 木
英語であそぼう

布団乾燥
経営会議

(ね)レスト・らん

17 金
ねっこ会議
理事会

18 土

19 日

20 月
月案会議

安全・衛生チェック

21 火 (り)野外調理 (ね)レスト・らん

22 水 (パ)野外調理 保育会議

23 木 (ラ)野外調理 (ね)レスト・らん

24 金 (パ)(ラ)スイミング
９H勤務

園長・リーダー会議

25 土

26 日

27 月

28 火
OJT-Y会議

(ね)レスト・らん

29 水 内科健診 職員健康診断

30 木
経営会議
理事会
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■ 職員コラム ■

6/29 内科健診

6月29日(水)  えのもと小児科 榎本先生

※午前の予定です。

〇お子さんのことで医師に聞きたいことなど

ありましたら、事前にクラス担当にお知らせ

ください。

〇上記健診日に受けられなかった際は、

1ヶ月以内に保護者の方と直接受診して

いただく場合もあります。

〇家庭保育の際も園に来ていただければ、

受診可能ですので、ご予定を確認ください。

年長交流会

夏まつりについて

～保育を通じて交流を深め、
社会性を身に付ける～

中２になる三男は陸上部で100mを走っています。陸上は標準記録もしくは県南総体で

上位８位に入らないと県大会などに出場できません。１秒でも速く走れるようになりたい
からと６月は積極的にエントリーし、ほぼ毎週のように記録会に参加します。
会場への送迎は個人で行うため親の負担はありますが、今年はコロナの制限が緩和され

て観戦可能となりました。子どもの日々の努力と挑戦を見守りながら、間近で応援してい
こうと思います。

（調理担当）

2022年度１回目の年長交流会は、まつ
やま中央保育園にて４園合同で交流を行い
ます。
【場 所】まつやま中央保育園
【時 間】後日発信いたします。
【持ち物】お弁当・水筒・おしぼり

シート・ハンカチ・ティッシュ

※当日はバスでの移動を予定しています。

昨年度同様、保育の中で子どもと職員
で平日に園内にて行わせていただきます。

日程等は後日連絡いたします。
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百合ケ丘 保育日誌

ほけんだより園Ｔシャツ販売

災害伝言板

７月の避難訓練では、災害伝言板を利用した引

き取り訓練を行います。詳細は７月えんだよりで

発信します。

非常災害のときの対応につきましては、

４月にお配りした重要事項説明書の２１

ページに記載があります。

web171の使い方と引

き取り訓練については

動画をご覧ください。

https://youtu.be/1gj9TPMTSrU

万が一の時に備えて、今一度ご確認をお

願いいたします！！

【サイズ】90～140

【 値 段 】１枚1,500円

【注文方法】

『園Tシャツ購入希望用紙』

に記入して、園のポストに

入れてください。

【 〆 切 】６月１０日（金）

※サンプル・購入希望用紙はインフォメーションに

ございます。

※納期は９月頃を予定しておりますが、前後する

可能性があります。あらかじめご了承ください。

七夕

保育の中で七夕の由来を知りながら、七夕飾りを

制作します。

短冊は、ご家庭でお願い

ごとを記入していただき、

お子さんと一緒にテラス

に設置した笹に飾ってく

ださい！

問題点①

子どもたちの“まねる”対象としての

“顔”を経験する機会が減っていること。

うれしかった時には、

「やったー！」といつも以上に

表現する

問題点②

赤ちゃんが喜怒哀楽の“顔”を学べず、相手の

気持ちがわからない。

マスクを外すということだけでなく、意識的に

表情を見せる♪

参考：NHKおはよう日本HPより

マスク生活の影響について

家族の中で、表情を見せる

ボディランゲージを活用

FRONT

BACK
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田植え幼児 親子レクリエーション

避難訓練 不審者

警察の方に立ち会っていた
だき、不審者が現れた時の避
難の仕方、さすまたの使い方
をご指導いただきました！

昨年同様、園で収穫した稲から、塩水選した種籾
を発芽させ、田植えを行うことに成功しました♪

まつやま保育園グループ

今年度に入り、当法人のバスケットボー
ルチームの活動も徐々に活発になってきま
した。先日は社会人チームと チーム合同
で大会に参加し、熱戦を繰り広げました！
ご興味がある方は、ぜひお声がけくださ
い！

★卒園児も活躍中★

新型コロナウイルスのため中止が続いていた
親子レクリエーションですが、３年ぶりに開催
することができました！！

普段あまり会わない方と
もコミュニケーションを
とることができました。

じゃんけん列車では、
長～い百合ケ丘列車
の完成！

縦割りグループで
フラフープリレーも
行いました♪

ご協力ありがとうございました！！

自己紹介カードをご記入
いただき、エントランス
に掲示しています☆



■ 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

P 7：りす組

P 8：パンダ

P 9：ライオン組

P10：ねっこ守谷

一時保育

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

まつやま百合ケ丘保育園

〒302-0110 守谷市百合ケ丘2丁目2712-1

Phone 0297－45―5433

FAX   0297―45―5434

E-mail

↑法人ＨＰ
(Includes English version)

↑Instagram

Facebook、 YouTubeは
法人ＨＰからチェック♪


