
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 「楽しい保育園」
新入園児だけでなく、継続児も新たな環境

に慣れるよう、園とご家庭で協力していきま
しょう。

■ 制作の紹介
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■ 本年もよろしくお願いします！ 園長 北島 未来

1年間書きためた絵に、それぞれの年齢に
あった制作を行い、素敵な表紙をつけました♪

■ 理事のつぶやき 創設者 松山美法

～大人の気合いで子どもは変わる～
前回は「一体どうなってる？」と幼

児の箸の話をしました。あの後「激変」
ほとんどの幼児が箸を使って落ち着い
て食事をしているではありませんか。
背中を丸め、皿に口をつけてかきこむ
姿は消え、美しい姿勢で顔つきまでがキリリと見
えます。保護者が？園が？あの後どのような対応
をしたのかは知りませんが、何かがあったはず。
大人の気持ちしだい（気合い）で子どもはこんな
に変わるのですね。
子どもの気持ちを尊重することは大切ですが、

放任にならないように注意が必要です。「ねえみ
んな、温室のように無理に咲かすのでもないし、
かといって野原のように野生のまま放置しておく
ものでもないし、自然に成長して自然に咲くべき
ものに適当な栄養を与えるのが私たちの仕事で
しょう」、これは座右の銘のひとつ、野口雨情さ
んの言葉です。
今年も宜しくお願いします。

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”～

ご入園、ご進級おめでとうございます。
いよいよ新年度がスタートしました。今年度も

新型コロナウイルスの感染対策として、入園式の
代わりに動画での説明にさせていただいています。
キッズリーにてURLを送信させていただいており
ますので、お忙しいところ恐れ入りますが内容の
確認をお願いいたします。
子どもたちは、新しい生活に少し緊張している

様子があるものの、進級できることがうれしくて
仕方のない様子で、やる気に満ち溢れています。
動画でもお話させていただきましたが、今年度

の保育テーマは『やってみたいをひきだそう“子
どもを信じて”』です。
子どもたちのワクワク、やる気を引き出せるよ

うスタッフ一同、丁寧に保育にあたっていきたい
と思います。どうぞ、よろしくお願いいたします。

新入園児のご家庭は慣れるまで、不安なことも
あるかと思います。また、進級児のご家庭も新し
い生活がスタートしお子さんの変化なども出てく
るかもしれません。どんな些細なことでも遠慮な
くお声かけくださいね。
さて、先月は１５名の卒園児を無事に送り出す

ことができました。新型コロナウイルスの関係で
土曜日開催に変更させていただき、卒園児を見送
ることを楽しみにしていた在園児がいない日での
開催となってしまいましたが、保護者の方に晴れ
姿を見ていただき、誇らしげに、自信をもって参
加していた卒園児。入園した頃と比べるとたくま
しく成長した姿がとっても立派でした。
在園児の子どもたちもこれから、園生活で様々

なことを経験して、たくましく成長していくのだ
ろうと今からとっても楽しみです♪
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■ 職員コラム ■

リーダーの です。コロナ禍となり、大好きだったフェスやディズニーにいけなくなり、まるで寂

しさを埋めるかのように我が家に新たな家族（犬）を迎え入れました！今までの保育士経験をもとに人

間の子どもと一緒！と思って接するつもりが、甘えに甘やかし、見事なまでにしつけに失敗（笑）１度

良しとしてしまったことは、人間同様、それをやってもらえると思われてしまい、例えば「ご飯はふり

かけがかかっていないと食べない！」の一点ばりです…。改めてしつけの難しさ、どこまで意志を受け

入れるのかの判断をしっかりしないといけないことを痛感しました。一緒に子育て（犬育て）に悩み、

一緒に解決していきましょう！（笑）

子どもや保護者 園の動き

1 金 辞令交付式

2 土 一日勤務

3 日

4 月 (幼)生活

5 火

6 水 保菌検査

7 木

8 金
発育測定

(パ)(ラ)スイミング
クラス会議

(ね)レスト・らん

9 土

10 日

11 月

12 火
事務会議

(ね)レスト・らん

13 水 避難訓練(火災) 食育会議

14 木 経営会議

15 金 (ね)レスト・らん

16 土

17 日

18 月

19 火
OJT-Y会議

(ね)レスト・らん

20 水 看護師会議

21 木
布団乾燥

(幼)英語であそぼう

22 金 (パ)(ラ)スイミング
９H勤務

園長リーダー会議
(ね)レスト・らん

23 土
24 日

25 月
ケース会議

(ね)レスト・らん

26 火
契約職員会議

(ね)リズムあそび

27 水 (ラ)野外調理

28 木
経営会議

(ね)レスト・らん
29 金 昭和の日

30 土

出欠調査期間

(リーダー )

登降園時の注意事項

5月２日(月)と６日(金)は、出欠調査期間
となります。

後日キッズリーで回答用のＵＲＬをお送
りしますので、4月15日(金)までに全員ご
回答ください。

5月３日(火)～５日(木)は、カレンダー
通り休園となります。

連休中、家庭保育にご協力いただける方
は、ご家庭で家族団欒、ゆっくりお過ごし
ください。

園の借りている舗装された
道路に、ハザードをたいて
路上駐車し、空くまでお待
ちください。
※駐車場待ちが原因で延長保育料金が発生
しそうな場合、ご連絡いただければ園で
打刻修正いたします。

駐車場をスムーズに利用する
ためにも、お子さんの引き渡しを終えた方
は、速やかに降園ください。

通学路となっていて危険なので、登降園の
際はふれあい通り沿いにあるセブンイレブ
ン（守谷百合ケ丘店）脇を曲がり、お越し
ください。また、
・園前の細い道
・園前の駐車場
は、通り抜け禁止です。

園
が
借
り
て

い
る
敷
地
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補食について

新しい職員の紹介
（１歳児あひる組担当）

子どもたちと楽しい思い出がたく
さん作れるように、一緒に頑張っ
ていきたいと思います。

（２歳児うさぎ組担当）

これから子どもたちと毎日楽し
く過ごしていけたらと思います。
どうぞよろしくお願いします。

（フリー保育士）

子どもたちと毎日元気に楽しく
たくさん身体を動かして遊びた
いと思います。

ほけんだより

☆登園前の体調チェック☆

□発熱はない？
(37.5℃以上は受け入れできません)

□顔色は良い？

□咳や鼻水はひどくない？

□発疹や蕁麻疹はできてない？

□機嫌は良い？

□傷や怪我はない？

□爪は伸びてない？

□排便は？色や形状は？

□朝食はしっかり食べた？

□夜はぐっすり眠れた？

★他にも気になることがあればお伝えください。

内服や使用している薬が
ある場合は、薬の名前を
Kidslyに入力してください。

今年度より補食が18：45頃におせんべいの提供

となり、料金がかからなくなります。

詳細は2022年度重要事項説明書やYoutubeで発

信していますので、ご確認をお願いいたします。

新入園児の紹介

入園おめでとうございます！！

ひよこ組

＊柏原 圭仁 くん

＊染谷 采和 くん

りす組

＊笠原 櫂世 くん

＊柿崎 敦斗 くん

＊小島 健 くん

＊亀山 楓華 ちゃん

＊神野 めい ちゃん

＊栗田 妃奈美 ちゃん

ライオン組

＊清水 侑愛 ちゃん

まつやま松並
保育園から入園

けいと

とわ

かいせ

あつと

たける

ふうか

ひなみ

ゆあ

百合ケ丘保育日誌
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卒園式 修了式

ラ テーブルマナー

第三回卒園式。おめでとうございます！！

また１つお兄さんに
なったよ♪

次のクラスでは
何ができるように
なるのかな？

統括理事 松山美法
社会福祉功労者表彰

3/5（土）「龍ケ崎市社会福祉大会」にお

いて、保育園の民営化及び運営、地域へ向

けたアンガーマネジメント講座や子育て

講座などを継続的に実施するなど、地域の

福祉に貢献したことが評価されました。

2022年度新人研修

新採用職員1１名が９日間の研修を行い

ました。4/1から山ゆり会の一員として

スタートします。

多目的ルームが
レストランに！

フォークとナイフを
使って普段と違うラン
チを楽しみました♪

積み上げてきた
リズムの成果も
披露しました

堂々と卒園証書を
受け取りました

1年間でたくさん成長しましたね



■ スタッフ紹介 ■ 一年間よろしくお願いいたします！

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：ねっこ守谷

P11：先月は…

P12：先月のアルバム

■ 先月のアルバム ■

発行 ２０２２年４月１日 第３７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♪

調理室サブリーダー
乳児
(ひよこ・
フリー)

幼児
(りす)

ひよこ組園長＆リーダー あひる組 うさぎ組

幼児クラス ねっこ・
一時保育

事務

フリー保育士

(看護師)

(りす) (パンダ) (ライオン)

(育休中)


