
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

＜うさぎ組＞
～うさぎもち～

うさぎの型の中を絵の具で塗り、
目を描きました。
ハサミにも挑戦して、折り紙も
貼りました！

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 「お正月・冬のあそび」

新年を迎えた喜びを味わいながら、伝承遊
びや冬の不思議を味わい、科学の芽を養って
いきます。

まつやま百合ヶ丘保育園

２０２３．１
No.４６

■ 制作紹介

■ 本年もよろしくお願いします。 園長 北島 未来

＜ライオン組＞
～クリスマス会の思い出画～
クリスマス会の楽しい雰囲気
が伝わってきますね。

＜りす組＞
～クリスマス会の思い出画～
りす組の発表で登場したもの
をはっきりと描いていますね。

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 理事長 松山岩夫

新年明けましておめでとうございます。本年もど
うぞよろしくお願いいたします。

皆さんはどんなお休みを過ごしましたか？私は
「仕事をしてるし時間がないから仕方がない！」と
いう開き直りでためこんでいた家事などに追われ何
となく気忙しかったですが、遊びやアルバイトで大
忙しの中、家族との時間も作ってくれた子どもたち
と思いのほか一緒に過ごすことができ、楽しい休日
でした。

保育園は今年度も残すところ３カ月になります。
年長児をはじめ各クラス、就学、進級に向けて期待
が高まる時期です。その反面、不安に感じたり戸惑
いが出てくることもあります。
各年齢、今現在取り組んでいることをしっかり身

に付けていけるよう、丁寧に見直しながら行いつつ、
頑張りやできていることを認め自信につなげていき
たいと思います。その中で就学、進級に向けて見通
しをもてるような関わりをしながら楽しみにできる
ようにしていきたいと思います。

さて、まつやま保育園グループでは、各園の園長
が自園の運営以外に、研修課、看護課、栄養管理課
など各部門の担当者になっており、私は子育て支援
センターねっこの担当をさせていただいています。
新しい年のスタート。ねっこ守谷では、今年、新

たなチャレンジをはじめます。お母さん自身の体と
心が大きく変化し、子育ての基礎を作っていく、マ
タニティ期からお子さんが１歳になる間、助産師、
産後ケアリスト、保育士でチームを作り、一緒に学
んだり、考えながらサポートをしていく『My baby
and Me♡』子どもを産み育てやすい社会の一助に
なればいいなと思います。詳細はねっこのインスタ
アカウントnekko.ｍatsuyamaで発信していきます
ので、チェックしてみてください♪

個人的には、今年こそ毎朝６時に起きてゆとりの
ある日々を送れるようになりたいです！元々朝が苦
手なうえ、子どもに手がかからなくなってきたこと
をいいことに寝坊助な私。毎朝忙しく過ごされてい
る皆さんを前に、小学生のような目標でお恥ずかし
いですが、頑張りたいと思います(笑)。

あけましておめでとうございます。今年もお子さ

んの健やかな成長を心よりお祈り申し上げます。昨

年は園児の送迎バス置き去りや虐待など世間を騒が

す事件が保育業界で発生してしまいました。さぞや

保護者の皆さまも心を痛めたことでしょう。山ゆり

会ではこうした事件を「対岸の火事」ではなく「明

日は我が身」と捉え、常に自らを律してスタッフ一

同、努めて参りたいと思います。

さて“光陰矢の如し”2022年があっという間に

過ぎ、2023年が始まりました。昨年も毎日の出来

事を認めようと手帳を買いましたが、ほとんど白紙

の状態でゴミ箱入りになってしまいました。めげず

に今年こそはと思っていますが（笑）。年を重ねる

のは本当にあっという間です。皆さんも今を大事に

して日々過ごされますよう願っております。
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鏡開き

■ 職員コラム ■

フリー保育士の です。我が家の高校1年生の長男は、多感な時期を終え、気持ちに余裕が出て

きた半面、小学5年生の次男は、いよいよ反抗期に突入し始めてきました。まだ幼さも残る年齢なの

で波はありますが、私と度々ケンカをすると、暴言の連発。親にだからこそ出せる反発だと思いなが

らも、憤りを抑えきれない私は、まだまだ親として未熟だなぁと痛感しています。

（フリー保育士 ） （りす組担当

子どもや保護者 園の動き

1 日 元旦

2 月 振替休日

3 火 休園日

4 水 出欠調査期間 経営会議

5 木

6 金 (パ)(ラ)スイミング

7 土

8 日

9 月 成人の日

10 火
発育測定
(幼)生活

(ね)音あそび

11 水
新年集会・鏡開き
避難訓練（地震）

クラス会議
食育会議
保菌検査

(ね)レスト・らん

12 木 (ラ)論語⑨

13 金 (幼)クッキング
保育会議

(ね)レスト・らん

14 土
一日勤務

内定者オリエンテーション

15 日

16 月 (り)野外調理

17 火 (パ)野外調理
事務会議

(ね)レスト・らん

18 水 (ラ)野外調理
食育会議
経営会議

19 木
(幼)英語であそぼう

布団乾燥
月案会議

20 金 (パ)(ラ)スイミング
安全・衛生チェック
園長・リーダー会議
(ね)レスト・らん

21 土
22 日

23 月

24 火 (ラ)キッズアンガー⑥
保育会議

(ね)レスト・らん

25 水 OJT-Y会議

26 木 (ね)リズム＆スポーツあそび

27 金 (ラ)年長交流会 (ね)レスト・らん

28 土
29 日

30 月

31 火 (幼)マラソン大会 (ね)レスト・らん

年長交流会

日程：１月11日（水）

一年の無病息災を願って、小づちで鏡餅を
開きます。小さくしたお餅は、後日
揚げ餅にしていただきます♪

マラソン大会

目的：姉妹園の年長児との交流をとおして
社会性を育みます！

日程：１月２７日(金) ※雨天決行
場所：まつやま中央保育園(バスで行きます)
集合時間：８：３０

(時間に余裕をもって
登園をお願いいたします)

持ち物：リュック、お弁当、水筒、
おしぼり、レジャーシート、
着替え一式、靴袋（ビニール袋）
ハンカチ、ティッシュ、汚れ物袋

３月 卒園式・修了式

修了式は、園児のみで行います。
卒園式の詳細につきましては、追って
ご連絡いたします。

体力や精神力強化のため、毎朝の運動でマ
ラソンに取り組んできました。その成果を発
表する場としてマラソン大会を行います。
対 象：りす・パンダ・ライオン組
日 程：試走(後日クラス投稿で発信します)

本 番…1月31日(火)  (予備日2/1)
服 装：半袖・半ズボン（走る時）
移動は、上に上着や長ズボンを履い
て防寒していきます。
靴下は履かず、裸足に靴で走ります。

※詳細は、後日おたよりを発信いたします。
※保育の中で行いますので、見学・応援は
ご遠慮ください。
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鬼役を募集しています！

クリスマス会 写真販売

今年の冬は平年より寒く、雪が
降ることも予想されます。
雪の日は冬ならではの経験をし

ますので、長靴と手袋をご用意く
ださい。必ず記名をお願いします。

【販売開始】1月24日(火)～

認証キーは、後日インフォメーションにて掲示
します。写真購入希望の方は、サイトに認証キー
を入力して購入してください。ご不明点は、直接
はいチーズまでお問い合わせください。

百合ケ丘 保育日記
食育だより

まつやま保育園グループ 『食』への思い

◎和食中心

栄養バランスが良い

まつやま保育園グループは、味や栄養価に加え、
旬を取り入れたり、SDGｓ等について考えたり
しながら献立を作っています。
食べる力＝生きる力を育む食育を行っていきま
す。

旬・素材のおいしさを感じられる

高たんぱく質、食物繊維が豊富

環境問題や食糧不足問題に
貢献する

◎大豆ミートを使用

新入スタッフのお知らせ

栄養士

食べることが大好きです♪
おいしいランチ作り、がんばります！
よろしくお願いいたします。

雪の日の持ち物

2月３日に豆まきを予定しています。行事
を通して節分という伝統文化を知り、自分の
中にいる悪い鬼をやっつけます。

そこで鬼に扮してくださる方を募集します。
どなたでも大歓迎です！！

日程：2月３日(金) 10：00～11：00

立候補していただけるご家族は、お子さんに
は内緒でクラス担当までお伝えください。お
待ちしております！

※衣装等は、園でご用意させていただきます。
当日の朝、打ち合わせをさせていただく予定です。

※升づくりにつきましては、
後日kidslyで発信いたします。
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もちつきクリスマスコンサート

今年は開園以来初めての雨でのもちつきでした
が、みんなで「よいしょー」と声を掛け合い、力
強くもちをつきました。

研修報告

パンダ組 くんのお母さまが今年も
クリスマスコンサートを開催してくださりまし
た。
ピアノやクラリネットの美しい音色の演奏に

大喜び！本物に触れた子どもたちでした♪

リトミックタイムでは、
子どもたちも立ち上がっ
て一緒に楽しみました♪

玄米餅米でついたお餅はきなこ餅
にしてみんなで美味しくいただき
ました！ライオン組は、鏡もちづ
くりにも挑戦！

まつやま保育園グループ Team DADA
関東大会出場！！

先月、埼玉県にて行われた関東クラブ選手
権に出場しました。大会前にメンバーのケガ
が重なり、当日は5人で挑むことに…。
残念ながら初戦敗退とはなりましたが、強豪
相手に最後まで攻め続け、実りある試合とな
りました。
また来年に向けて頑張っ

ていきます。応援、ありが
とうございました。

また、新年に向けて、
収穫した稲の藁で正月
飾りも作りました！
今年も実りある一年に
なりますように☆

スタッフにも…
M e r r y C h r i s t m a s ! !

各園のクリスマス会は

終わりましたが、スタッフにも

サンタクロースからのプレゼントが…♪

オンラインでの開催となりましたが、

つかの間のクリスマスイベントを楽しみ

ました。

これからも子どもたちの笑顔がたくさん

見られるよう、スタッフ一同

精一杯頑張ります！！

乳児クラスの子どもたちも、杵を持ったり餅つ
きセットで遊んだりして日本ならではの習慣を経
験しました♪

【法人研修：保育テーマについての取り組み発表】

・各園での取り組みを知ることができ、刺激になった。
「ひよこ組だからまだ…」という概念を持ち過ぎず、
興味のあることにはやってみることのできる環境を整
えていきたい。 （乳児サブリーダー ）

・一人ひとりの成長を見守りながら様々な仕掛けをし
ていることを聞けた。今後も『できた』を積み重ねて
いけるような働きかけをしていきたい。

（あひる組 ）



■ 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

クリスマス会
12月15日(木) クリスマス会
歌あそびや劇あそびの成果発表。自信をもって披露する子どもたちでした。

今年もサンタさんが
発表を見守ってくれ
ました。

クリスマス会後はホールと多目的ルームがレストランに！スペシャルランチを味わいました！

発行 ２０２３年１月４日 第４６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♪
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