
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

＜ ３歳児 りす組 ＞
サンタブーツオーナメント
色染め、編み目の毛糸通し、
飾り付けを行いました。

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 「クリスマスともちつき」
クリスマス会では、全クラスが表現の場と

して、日々楽しんで取り組んできた歌や劇な
どを発表をします。
もちつきでは、臼と杵を使い日本の伝統文

化を伝えていきます。つきたてのお餅はどん
な味かな？

まつやま百合ヶ丘保育園
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■ 制作紹介 ～クリスマス飾り＆思い出画～

■ 今年もお世話になりました。 園長 北島 未来

手足に絵の具をつけて

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”～

＜ ４歳児 パンダ組 ＞
ホログラム

色使いがとてもきれいですね。

＜ ５歳児 ライオン組 ＞
筑波山遠足の思い出画

みんなで登った筑波山の様
子がよく伝わってきます！

■ 理事のつぶやき 創設者 松山美法

～ 新たな挑戦 仮)ねっこカフェ ～

ご存じかとは思いますが、まつやま保育園の
建て替え工事が始まりました。1年後には完成す
る園舎に、オーガニック・フェアトレード・森林
農法のコーヒーを提供する「カフェ」を併設することに
しました。引き続き「ねっこランチ」のご提供をすると
同時に、地域の方々や保護者の皆さんがホッと一息つけ
る居場所として、また、子育てや食育の情報発信、育児
相談の場にしていきます。ですが、カフェのスタッフは
私ひとりなので、いるときはコーヒーが出せますが、い
ないときは出せないという、ゆるカフェです笑。
このために、コーヒー豆の焙煎とドリップを学ぶ専

門学校に通いました。開店までは「ハチドリコーヒー」
の個人名称で、各園のスタッフ休憩に合わせて出前カ
フェやマルシェなどに出店して修行します。出店できる
ところがあったら是非呼んでください。
時々各園にコーヒー豆を置きますので、良かったらお

試しください。皆さんからご意見をいただきつつ、1年
後には腕を上げたいと思います。

今年も残り１ヶ月となりました。12月は師走
というだけあって、保育園も大人は少しだけ慌た
だしく感じ、そして子どもたちにとっては、クリ
スマスやもちつきなど新年を迎える準備と、楽し
みなことが盛りだくさんの時期です。
毎年同じことを言っているような気がしますが、

今年も本当にあっという間の１年でした。年々、
体感時間が早くなっているのは私だけ？と思った
らどうやらきちんと理由があるようです。
ジャネーの法則（うまく説明できそうもないの

で検索してみてください笑）や、大人になると新
しく経験することが減ることで新鮮味がなくなる
こと、生活がマンネリし易いためだそうです。
確かに、子どもの頃は振りかえると大きなこと

ではないけれど、自分にとっては毎日が小さな事
件の連続でいろいろなことにドキドキ、わくわく
し、鮮明に記憶に残っている気がします。
そんな風に今、園で過ごしている経験が子ども

たちにとってわくわく、ドキドキ、思い出深い

ものになるよう丁寧に保育をしていきたいなと思
います。
先月は、年長児の筑波山遠足がありました。大

きな岩や長い階段、前日の雨によるぬかるみもあ
り、たくさんの難所がありました。途中「疲れ
た」と口にすると「ポジティブ、ポジティブ！」
とお互いに励ましあいながら、最後まで大人の手
を借りず自分の力で登りきることができました。
体力はもちろんのこと心の成長を感じ、帰りのバ
スで爆睡する子どもたちの姿を見て「よくがん
ばったなー」とウルウルしてしまいました。
また、先月は３年ぶりに「まつやまルシェ」を

開催しました。第１回目よりも多くのお店が出店
してくださり、在園児はじめ卒園児や地域の方、
たくさんの方にご来場いただきました。
マルシェを通して、お客様をはじめ出店者の方

のたくさんの笑顔や、感謝のお言葉をいただき
改めて顔を合わせてコミュニケーションがはかれ
る楽しさや、人と人とのつながりを感じることが
でき、私たちにとっても楽しいひと時となりまし
た。ご協力ありがとうございました。
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クリスマス会

■ 職員コラム ■

栄養士の です。入職して４ヶ月が経ち仕事にも慣れてきて、実際に話す機会は限られますが、
これからは子どもたちのことを覚えていこうと思っています！
我が家には女の子のプードルがいるのですが、家の中で一緒に生活していると寝ている時ですらも

見ていて飽きません。寝言も言うし、いびきもかくし、おならまでする始末で、堂々たる寝相です。
動物もリラックスしている時は人間と同じなんだなぁと、その瞬間を見ているとなんだかおかしく、
とても朗らかな気持ちになります。
そのようなちょっとした癒しの瞬間を対価としてもらい、私は今後も、彼女の安眠時間を微力なが

ら守っていこうと思います。 （調理室 ）

子どもや保護者 園の動き

1 木
(幼)生活

(幼)クリスマス会リハーサル①
(ね)レスト・らん

2 金
クラス会議

(ね)離乳食クッキング
3 土
4 日

5 月 (り)野外調理

6 火
(パ)野外調理

(ラ)論語
(ね)レスト・らん

7 水
布団乾燥

(ラ)野外調理
(乳)クリスマス会リハーサル①

保菌検査

8 木 避難訓練(地震)

9 金 発育測定
９H勤務

(ね)レスト・らん

10 土

11 日

12 月 クリスマス会リハーサル②

13 火 クリスマスコンサート (ね)レスト・らん

14 水 ケース会議

15 木 クリスマス会 保育会議

16 金 (パ)(ラ)スイミング
理事会

(ね)レスト・らん

17 土 一日勤務

18 日

19 月 (ね)レスト・らん

20 火 英語であそぼう
月案会議

安全・衛生チェック
(ね)リズム＆スポーツあそび

21 水 経営会議

22 木 もちつき ９H勤務

23 金 (幼)クッキング
園長・リーダー会議
(ね)レスト・らん

24 土
25 日

26 月 OJTーY会議

27 火 出欠調査期間

28 水

29 木 休園日(12/29～1/3)

30 金 〃

31 土 〃

12月15日(木) 10:00～11:30

12月2２日(木)にもちつきを行います♪
会の中で、もちつきの由来を知り、日本の伝

統文化に触れていきます！りす・パンダ・ライ
オン組が臼と杵で鏡餅を作ります。
★幼児クラスの持ち物
野外調理セットをカゴに入れておいてください。

※感染症の流行があった際にはもちつきを中止
とさせていただく場合がございます。

もちつき

年末年始の出欠調査期間

12/27(火)・28(水)・1/4(水)・5(木)

出欠の日程や送迎時間など、変更が生じた際
は、速やかに担当までお知らせください。
※2３日(金)は、全ての荷物をお持ち帰りいた

だきます。後日アンケートを配信予定です。

サンタクロースは
来てくれるのかな？

わくわく！
ドキドキ！

日頃から
行ってきた
表現あそびの
成果を発表
するよ！

期間中の持ち物
着替え一日分、帽子、布団、歯ブラシ
コップ・エプロン(必要な子のみ)等
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9時までの引き渡しに
ご協力下さい

半袖・半ズボンは毎日常備！
子どもたちの活動は、9時からスタートします♪

寒くなってきて布団から出るのが億劫になります

が…(笑)朝の運動、そして朝の会に参加し、見通

しを持つことで気持ちよく１日を過ごすことがで

きるようになります。ご協力をお願いします。

百合ケ丘 保育日記

リズム中は

半袖・半ズボン!!

【寒い日は…】

冬も元気に過ごしましょう 手足のケアについて

空気の乾燥が気になる時期に

なりましたね。

子どもたちが外で思い切り遊

べるように、ご家庭で手足のひ

びわれ・あかぎれの対策をお願

いいたします。園でもしっかり

水分を拭き取るよう伝えていき

ます。

・保湿ケア…入浴直後に丁寧に保湿して、

皮膚を乾燥や刺激から守りましょう。

特に乾燥しやすい指先やかかと、関節部分は

念入りに！大変かとは思いますが、登園前も

保湿するとより良いですね。

半袖 ＋ 長袖

＋ ベスト

＋ ジャンパー

or

外あそびでも必要に応じて長袖や上着で調節
できるよう配慮していきます。
ジャンパーはモコモコした物だと動きの妨げに

なることも…。薄手でフードなしのものでお願い
します。

ほけんだより

ご家庭で嘔吐してしまったら…

～消毒液の作り方～

① 2Lペットボトルに半分ほど水を入れる。
②塩素系漂白剤を40ｍｌ入れる。
③蓋をして混ぜ、全体が2L
になるように水を足す。

家庭内で感染を広げないために…

＊手洗いと換気
嘔吐処理後は必ず手を洗いましょう。
換気も忘れずに！

＊汚れた衣服の洗濯
嘔吐物を取り除き、消毒液に30分程度
もしくは85℃以上の熱湯に1分以上浸し
ましょう。

きれいに取り除いた後、消毒液を
使って拭き上げましょう。



4



。

5



6



7



8



9



10



11

ﾗｲｵﾝ組 戸頭＆筑波山遠足

険しい山道も登って
たくましいね！

全員で
登頂！

片道５キロ
一生懸命

歩きました!!

頑張ったあとの
お弁当は格別♪

まつやまルシェ

ライオン組が保育園生活の集大成として、戸頭公園遠足と筑波山登山に挑戦しました！

法人研修報告

今年度の法人研修は、担当するクラス毎
のグループに分かれ、各園の保育テーマを
達成するために取り組んでいることの発表
やディスカッションを行いました。
発表内容や方法には個性も見られ、刺激

し合いながら大変有意義な時間となりまし
た。

たくさんの方のご来場ありがとうございました！

午前中の来場者が特に
多く、にぎやかでした♪

心配していたお天気にも
恵まれて、外での飲食を
楽しむ方々もいました！

来年も開催しますので楽しみにしていてください☆



■ 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

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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