
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 「運動会」
日々の生活やあそびの中で培った力を発
揮できるよう、それぞれの目標に向かっ
て頑張ります！

■ 運動会ポスター（ライオン組）

まつやま百合ヶ丘保育園

２０２２．１０
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■運動会にむけて 園長 北島 未来

グループに分かれて制作しました！

そら→

小学校のグラウンドで
の開催、楽しみですね。

←かぜ

個人種目に向けて
張り切っています！

うみ→

跳び箱やうんてい等、
絵の具で描きました。

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”～

■ 理事のつぶやき 創設者 松山美法

～「一つ一つの方針に意味がある」～

まつやま保育園が保護者の「保育参加」を導入

して長いこと経ちます。

当時は「保育参観」が主流の時代でしたので、

「参加」は全国でも珍しく、「保育参加とは何です

か？」と厚生省や茨城県のお役人をはじめ、他県の園長や保育

士さんたちからも100%聞かれたものです。日本中に広めたい

と折あるごとに実践紹介し、種まきを続けてきました。

今年出版された本「ママがいい！」に「一日保育体験のすす

め」が熱く語られていたので、自身の当時の熱い思いがよみが

えり、触れることにしました。

『父親：「俺は向いてねえんだよ、こういうの」

園長：「いいからやんだよ、あんたはぶどう組だよ」

仕方なく参加した父親が昼寝の時間に息子の背中をトントン

して寝かしつけていた。すると息子の小さな声が「おとうさん、

ありがとう」と。父親の目に涙があふれる。こういう瞬間に人

間が育っていく、父親が一人生まれる。父親は園長に「やって

良かった！」を繰り返した。』

保育参加は奥が深いのです。

いよいよ今月は運動会！乳児は遊び慣れた環境
で力を存分に発揮できるよう、園庭での運動会あ
そびを行います。幼児クラスは、松ヶ丘小学校さ
んの広い校庭をお借りして実施予定です。今年度
は観覧人数の制限もありませんので、ぜひお子さ
んの勇姿を見に来てください！

子どもたちも運動会に向け、気合い十分で楽し
みながらもそれぞれ目標をもって取り組んでいま
す。特に年長クラスのライオン組は、より高い跳
び箱をとぶことに夢中で、園にある６段では物足
りなくなってしまったようである日私のところに
「跳び箱６段とべるようになって、もっと高いの
をとびたいから、８段まで買ってください！」と
直談判にやってきました。そこで、購入したい跳
び箱を探すよう保育用品のカタログを渡してみる
と、索引を使ってしっかり跳び箱を探してきまし
た。金額をみて「高いから買えないかも―園長の
お金なくなっちゃう」とお金の心配をしはじめた
子どもたち(笑)。私「どうしよっか？」子「先生
たちが頑張ればお金もらえるよ。」私「保育園は
お店じゃないから決まったお金しかもらえない

んだよー。」子「ん－じゃあ、家からぶどう持って
きて売ろう！」私「でもお家の物はお家の方が買っ
てくれた物だからねーあるお金をうまく使う方法は
ないかな？」子「ん－じゃあ水とか電気を大切にす
ればいいんだ！」と皆で無駄を省いて節約をしよう
というところに落ち着き、注意書きを作り全クラス
にせっせと張りに行き、節約の協力を仰いでいまし
た。そして、無事に跳び箱を購入できると思いきや、
なんと受注生産で納期が２ヶ月もかかることが分か
り、運動会直前に姉妹園に借りるしかないかなーと
思っていたところ、まつやま中央保育園から小学生
サイズを１台譲っていただけることになりました。
それを聞いた子どもたちは大喜びで手紙と花束を作
りお礼をしました。

運動面での取り組み以外にもさまざまなドラマが
あり、より一層やる気と期待が高まっている子ども
たち。子どもたちなりに
色々なことを考え、自ら行動
する姿に感心しつつ、一生
懸命な姿がかわいくて仕方の
ない私です。



10月13日(木) 14:45～
河合歯科 河合 弘行先生

〇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。

〇上記日程に受けられなかった場合は、
１カ月以内に直接受診していただくこ
とになります。

〇家庭保育の際も園に来ていただければ、
受診可能です。ご予定を確認ください。
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尿検査

11月2日(水)に尿検査を実施行います。
詳細は、後日kidslyにて発信させていただきます。
全クラス対象です。乳児クラス(ひよこ・あひ
る・うさぎ)は、当日採取できた方のみの提出で
結構です。

＊容器配布 10月28日(金)
＊容器回収 11月 2日(水)

(乳 )運動会あそび

10月12日(水)
当日は、9時までに登園をお願いします。
日頃の運動あそびの成果を発表します！

■ スタッフコラム ■

歯科検診

ライオン組対象
戸頭公園・筑波山遠足

【戸頭公園遠足】
日 時：10月20日(木) 9時出発

【筑波山遠足】
日 時：11月22日(火) 8時30分出発

〇持ち物・費用等の詳細は、後日kidslyにて
発信させていただきます。

子どもや保護者 園の動き

1 土
2 日

3 月

4 火 (乳)運動会あそびリハーサル

5 水
(ラ)論語

(パ)野外調理

園見学会①
クラス会議
経営会議

保菌検査
(ね)レスト・らん

6 木
(幼)生活

(ラ)野外調理
園見学会②

7 金
発育測定

スイミング
(り)野外調理

(ね)レスト・らん

8 土
9 日

10 月 スポーツの日

11 火 (ね)食の安全

12 水 (乳)運動会あそび 食育会議

13 木 歯科検診

園見学会③
ケース会議
保育会議

(ね)リズムあそび

14 金 運動会リハーサル① (ね)レスト・らん

15 土
16 日

17 月

18 火 避難訓練(火災)
園見学会④

(ね)レスト・らん

19 水 英語であそぼう 経営会議

20 木
布団乾燥

(ラ)戸頭遠足
安全・衛生チェック

月案会議

21 金 (ね)レスト・らん

22 土
23 日
24 月 事務会議

25 火 OJT-Y会議

26 水 運動会リハーサル②
園長・リーダー会議
(ね)レスト・らん

27 木 (ラ)論語 (ね)レスト・らん

28 金 ９H勤務

29 土 運動会

30 日
31 月 (幼)クッキング

幼少期、私は、アレルギー持ちで体も小さくよく風邪を引き、一人だけ長袖長ズボンで運動会に参加し

たり、夏まつり中ずっと保育室で横になっていたりしたこともありました。そんな私が今では、健康だけ

が取り柄に！ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞになったことも一度もありません。こんな健康な体になれたのは、昔からよく寝て、

食べて、遊び、オーガニックのものを取り入れる等、体に良いと言われることを全て試してきたからでは

ないかなと思っています。加えて数年前から、水分をたくさんとることや温かいお風呂でしっかり温まる

こと、程よい運動を実行し、免疫力がアップするように心掛けています。これからも引き続き健康第一で

過ごしていきたいと思います！ （あひる組担当 ）
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まつやまゆりがおか
ほいくえん

〇○○ 〇〇〇

内側の左部分(ネームプレートのない方)に記名を
お願いします。

※ゴムの長さの調整・ご確認も併せてお願いします。

幼児・うさぎ組 (自由参加 )
運動会のお知らせ

▼日 程 10月 29日(土)
集 合
開 始
終了予定
雨 天 時

8：45 松ヶ丘小学校
9：00

12：30
翌日30日(日)に延期
30日(日)：雨天中止

▼ゼッケンについて
白い布を用意し、ゼッケン作りをお願いします。
今年度もゼッケンは子どものみ使用します。
※ゼッケンは毎年使用します。
詳細はエントランスにて掲示させていただきま
すので、見本を参考に作成よろしくお願いいた
します。

▼帽子について

名前が薄くなっている場合は、
ご家庭で再度記名をお願いします。

まつやま百合ケ丘保育園、第４回目の運動会！
日頃のお子さんの取り組みが発揮される運動会
にしたいと思っています。お子さんの勇姿をお
楽しみください！

※中止の場合の対応は
後日お知らせします。

※今年度は参加人数の制限はありません。

※駐車スペースに限りがあります。
可能な範囲で徒歩や自転車等のご協力を
お願いいたします。

※お昼の時間を取っておりませんので、
お弁当は必要ありません。

子どもの夜更かし…なぜ睡眠は大切？

睡眠

ホルモン分泌・
免疫力の増強

↓
身体組織の修復

情報・記憶
の整理・定着

ストレス
の軽減

こころの健康

疲労回復

身体の健康

睡眠はこころと身体を健やかに保つ役割があります。
夜更かしをすると心身の不調をきたすことも。
早寝・早起きの睡眠パターンを大人が作り、
子どもの健やかな成長を支えましょう！

ほけんだより 百合ケ丘保育日誌

・ゼッケン仕上がり寸法

縦10cm×横15cm

・名前は油性マジックで

大きく書く。

・お子さんの名前の下に

クラスカラーの油性ペンで

アンダーラインを引く。
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稲刈り

今年も大豊作！！昨年収穫した籾から種籾を選別

した稲が元気に育ち無事収穫！

スタッフと一緒に鎌で収穫、はざかけまで嬉しそう

に行う子どもたちでした♪

統括理事による
「アンガーマネジメント超入門講座」

山ゆり会職員編

オープンカンパニー

新卒採用 ～ 年目の

スタッフのご家族を

お招きし、お子さん

の働いている姿や環境

をご見学いただくオープンカンパニー。今

年度もたくさんのご家族の皆さまにご参加

いただきました♪

スタッフが笑顔で働くことができるのは、

ご家族の支えがあってこそだな…と改めて

実感することができ、とても有意義な時間

になりました。

支えてくださる方々への感謝を忘れず、こ

れからも精進してまいります。

お知らせ

より が復職しました。

よろしくお願いいたします。

奉仕作業のお礼

お忙しい中、また暑い中でのご参加、ご協力あり

がとうございました！

普段なかなか手入れが出来ない箇所や、スタッフ

だけでは難しい箇所の整備ができ、大変ありがたい

です。



■ 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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