
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 「夏まつり」

子どもたちが楽しみにしている夏まつりあそび。
神輿作り、盆踊りを通して、古きよき文化を感

じられるようにしていきます。

■ 七夕飾り

まつやま百合ヶ丘保育園

２０２２．７
No.４０

■ 理事のつぶやき 理事長 松山岩夫

各クラスで七夕飾りを作成しました。

■ たくましい心 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”～

先月、山ゆり会４園による年長交流会を開催する
ことができました。残念ながら、百合ケ丘保育園は
オンラインで開会式のみの参加になってしまいまし
たが、他３園の年長児はまつやま中央保育園に集ま
り、ホールでリズムあそびをしたり、園に隣接する
公園でリレーをしたりして楽しみました。わたしの
目には現時点での子どもたちの姿は各園とも満点に
映りました。それぞれ、日々の活動に真剣に取り組
んでいる姿が垣間見えた時間でした。さて、リレー
ですが、どのチームの子どもたちも次の走者にバト
ンを渡すために一所懸命に走る姿に感動させられま
した。ちょっとわたしが異常なのかなと思うくらい
に…どんなに年を重ねても胸を打たれるものです。
歓声に動かされて向かいの家の年配の方が窓から見
ている姿もありましたので、私ばかりではないと確
認できたのはよかったです(笑)。
朝早くからお弁当を作って送り出してくださった

保護者の皆さんに感謝いたします。秋の運動会も楽
しみにしていてください。

＜ひよこ組＞
手形・足形を取って
かわいい織姫と彦星を

作りました！

＜りす組＞
自分たちで折り紙を切って

のりをぺたっ！

まつやま百合ケ丘保育園の
願いがこもった笹の葉の
完成♪みんなの思いが天に

届きます様に☆

先月は新型コロナウイルスの流行により、登園
自粛等にご協力いただきありがとうございました。
国の感染対策の基準も緩和されるなど少しずつ

以前の生活にもどれそうな兆しも感じられるよう
になり少しホッとしています。
暑さも急に厳しくなり熱中症の危険性もあるの

で、園でも子どもたち、そしてスタッフも、屋外
でのマスクの着用などを含め、熱中症対策、コロ
ナウイルス感染対策をバランスをはかりながら行
い、暑い夏を健康的に過ごしていきたいと思いま
す。

さて先日、外部講師を招いて法人５園全スタッ
フが受けるリスクマネジメント研修を行いました。
保育現場で子どもたちの命を守るために私たち

が何をすべきかということに加え、人生100年時
代がはじまり社会人として、人としてどうリスク
管理をしていくかという話がありました。
その中で私が一番印象に残ったのが「死ぬまで

楽しんだもん勝ち」という言葉でした。

生きているとどうしても人にどう思われるかと
か、周りの評価を気にして、自分がどうしたいか
が後回しになってしまうことも多いと思います。
もちろん、お互いが気持ちよく過ごせるような

心遣いや思いやりは必要ですが、自分軸で考えら
れると私は私、このままでいいんだと自分らしく
生きられ幸福度も増すのだと思います。
私は昨今の色々な悲しいニュースや、我が子の

ごく身近なところでも学校に通えなくなってし
まったりする子の話を見聞きするたびに、すごく
心が痛くなり、改めてたくましく、しなやかな心
を育む大切さを感じます。
子どもたち一人ひとりの気持ちに寄り添い、そ

の子らしさを大切にできるよう受け止めながらも、
いろいろなことにチャレンジする中で、頑張る力
や自信を身に付けられるよう関わっていきたいと
思います。そして大人になった子どもたちが「な
んか楽しいな、幸せだなー」と感じられるよう、
自己肯定感を育んでいけたらと思います。



子どもや保護者 園の動き

1 金 (パ) (ラ)スイミング (ね)レスト・らん

2 土
3 日

4 月 (り)野外調理

5 火 (ラ)野外調理
クラス会議

(ね)レスト・らん

6 水
(パ)野外調理
(ラ)論語③

保菌検査

7 木 七夕まつり (ね)レスト・らん

8 金
発育測定
(幼)生活

(ね)リズム＆スポーツあそび

9 土
10 日

11 月

12 火 (幼)クッキング (ね)レスト・らん

13 水 食育会議

14 木 英語であそぼう 経営会議

15 金
(パ) (ラ)スイミング

避難訓練(災害用伝言板)
９H勤務

(ね)レスト・らん

16 土
17 日
18 月 海の日

19 火 (ね)レスト・らん

20 水
月案会議

安全・衛生チェック

21 木 布団乾燥 (ね)レスト・らん

22 金 夏まつりあそび

23 土 一日勤務

24 日

25 月 (ね)レスト・らん

26 火
OJT-Y会議

(ね)ふれあいあそび
(ね)レスト・らん

27 水 園長・リーダー会議

28 木
経営会議

(ね)レスト・らん

29 金
９H勤務

(ね)レスト・らん
30 土
31 日
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7/22 (金 )夏まつりあそび

■ スタッフコラム ■

（あひる組担当）

https://

夏季出欠調査を行います

8月12日(金)・15(月)・16(火)の出欠調査を行います。

調査開始日 ７月１日（金）

〆切 ７月８日（金）※厳守

上記のURLもしくはQRコード

よりアクセスをお願い致します。

食材発注や職員配置の都合上、

全園児、回答をお願いいたします。

８月13日は盆の入り。ご先祖様をお迎えに行

く日です。そして16日はお送りする日です。い

つもと違う雰囲気を味わう良い機会を大切にしま

しょう。

開始 9:２0～
場所 園庭（雨天時：ホール等）

当日は、9:00までの登園をお願いします。

うさぎ組以上は、ハッピを着て過ごします。

お子さんとスタッフで夏まつりの雰囲気を

味わい楽しみます！

※ハッピは、当日持ち帰ります。洗濯をし、

アイロンをかけ、ハッピ・帯・豆しぼりを

セットにして袋に入れ、7/28(木)までに各

クラス担当まで返却をお願いいたします。

あひる組担当の です。梅雨が明け、夏日和が続きますね。私は今年の4月から茨城に来た

ので、今年初めて、茨城での夏を過ごします。

その中でも今年の夏の楽しみは、常総市で行われる「花火大会」です！今年の夏は花火で楽

しみたいと思います笑 園で花火はできませんが、水あそびで夏を満喫して、子どもたちと花

火のように大きな思い出を作っていきたいと思います！
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7月15日(金)に災害用伝言板を利用した避難

訓練を行います。

詳しくは、こちらのQRコード

orURLより動画をご確認ください。

https://youtu.be/1gj9TPMTSrU

また、保護者以外の方がお迎えに来られる際

は必ずメッセージ内容をお伝えください。

以下の流れでご協力をお願いいたします。

① 7/15 12:00以降、災害用伝言板で園から

のメッセージを確認

② 通常迎え時にメッセージ内容を伝える

③ 引き取り名簿に必要事項を記入する

【園の番号：070-3972-8767】
※緊急用です。普段の連絡は、固定電話にお願いします。

避難訓練 (災害用伝言板 )
ご協力のお願い

百合ケ丘 保育日誌

スプラッシュタイム
スタート

※スプラッシュタイムとは…
毎日決まった時間に、楽しい音楽とともに
お子さん・スタッフ入り乱れて、水を掛け
合い涼をとる＆水に親しむ時間です。

廃材を利用した水遊び玩具も登場♪乳児クラスも幼児

クラスも、それぞれの年齢に応じた楽しみ方をします！

卒園児おかえりなさい
プロジェクト

食育だより

小麦などに含まれるグルテンを摂取しない食事

米粉を使用して、園ではこんなメニューを提供して
います！

人によっては、体の免疫がグルテンに過剰反応する
ことが原因で、倦怠感や頭痛を引き起こすことも…

体質改善

・肌トラブル改善
・便秘や下痢の解消
・花粉症改善

スポーツプロ選手
もグルテンフリー
を実践!!

…等が期待できます!!

フォー

蒸しパン

かき揚げ

お好み焼き

グルテンフリーのメリット

米粉の活用

グルテンフリーとは

今年度も卒園児を対象に１日保育士体験を実施

します。子どもたちと楽しい思い出を作りたいと

思います♪

期間：7月25日～8月31日（12～16日は除く）

時間：小学3年生以上 9：00～16：00

小学3年生未満 9：00～13：30

https://youtu.be/1gj9TPMTSrU
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ケガ集計
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調理員の が

退職しました。

法人研修を行いました

■ 危機管理対応研修
講師：㈱アイギス 脇 貴志 氏

事故を防止するには、より多
くの事故事例を知り、同じ事故
を起こさぬよう自園に当てはめ
て対策することが大切であると
学びました。
また“人生100年時代をどう

生き抜くか”“長生きすること
によるリスクを踏まえた対策”
等、各々のこれからを考える時
間にもなりました。

各園毎に、保育テーマのねらいや日々の取り組
みについて発表を行いました。また、他園のス
タッフと情報交換を行い、より良い保育になるた
めのヒントを収集し合いました。

■ 保育研究発表会

＜情報交換の様子＞

新人歓迎会

今年度も大きなホールをお借りし、新た
に山ゆり会の一員となったメンバーの歓迎
会を行いました！
先輩スタッフのオープニングダンスから

始まり、先輩企画のゲームで大いに盛り上
がりました♪
これからもスタッフ一丸となって、子ど

もたちの幸せのために頑張ります！

本年度もグアム親子留学は中止となりました。

コロナの状況が落ち着き次第、再開したいと考え

ておりますので、その際はぜひご参加ください！

グアム親子留学について

（前回の様子）

お知らせ

４～６月の3ヶ月間の集計結果です。

月 / クラス ひよこ あひる うさぎ りす パンダ ライオン 月合計

4月 2 19 11 4 5 1 42

5月 0 6 7 4 1 5 23

6月 1 8 11 1 2 1 24

クラス合計 3 33 29 9 8 7 89

寄付のお礼

保護者の方から多くの

寄付をいただきました。

どうもありがとうござい

ます。
手作りおもちゃや、卒園児から折り紙
のプレゼントもいただきました♪

園で飼育しているグッピーが赤ちゃんを産みまし

た！日に日に大きくなっていく赤ちゃんにみんな興

味津々！エサをあげるのはライオン組当番です！

グッピーの赤ちゃん



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

■ 先月のアルバム ■

発行 ２０２２年７月１日 第４０号

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♪


