
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 「がんばる運動会」

今年度も乳児クラスは園内で運動会あ
そびを行います。達成感や努力すること
の大切さを学ぶことができるよう、それ
ぞれの目標に向かって取り組みます。

■ 制作紹介 ～ 夏 の 制 作 ～
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園長 北島 未来■ 子育てって…

■ 理事のつぶやき 理事長 松山岩夫

猛暑続きだった夏もようやく終わりそうです。ま

つやま保育園の畑も私の管理部分は雑草で覆われて

しまいました。暑さには強いと自認している私も、

押し寄せる年波と暑さに負けてしまいました。もう

少し涼しくなったら復活しますので、期待していて

ください（笑）

さて、第７波が襲うコロナ禍の中、全国各地でお

祭りや花火が復活して人々を楽しませてくれていま

す。私も命がけで八坂神社のお祭りで神輿や回転山

車を存分に味わうことができました。守谷の伝統に

拍手です。長岡の花火大会はテレビで観て涙し来年

はぜひ現地で…と思っているところですし、常総市

の花火大会も来年こそは復活してほしいと思います。

コロナによるこの状況が一日も早く落ち着くことを

切に願うばかりです。

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”～

先月行った「おかえりなさいプロジェクト」。
まつやま保育園グループでは大きな家族として、

卒園したお子さんの成長を見守っていきたいという
思いでこのようなイベントを行っています。
今年度も沢山の卒園児が参加してくれました。園

の子どもたちに小学校のことを伝えてくれるために、
学校で使っているものを持参してくれ説明してくれ
たり、子どもたちの世話を自らしてくれたり、各々
成長した姿を見ることができ、とても頼もしく感じ
ました。
また、先日、市が主催して下さった就職説明会で

は、29歳になる卒園児がブースに来てくれ、なん
と！担任ではなかった私のことも覚えてくれていて
声をかけてくれました。保育園時代の話をすると、
印象深かったようで様々なことを鮮明に覚えていて、
昔話で盛りあがりました。彼女は保育士、幼稚園、
小学校教諭の免許を取得したようで、彼女にとって
保育所時代や私たち保育士の印象が悪いものではな
かったのだなとホッとしつつ(笑)、立派に成長した
姿にとっても感動しました。

先月は卒園児の成長を目の当たりにし、とても嬉
しく温かい気持ちになることが多かった半面、我が
子の成長にモヤモヤした１ヶ月でした。
息子が可愛くて仕方のない親バカな私は、口では

厳しいことを言いつつ、行動が伴わない傾向にあり
ます。例えば朝起きられない彼に「ママは起こさな
いよ！自分で起きてね。」と言いつつ、遅刻しそう
になると結局起こしてしまう…。
そんな事を繰り返してきたせいか自分でどうにか

しなくても、何とかなると思っているかのような行
動が多々見られ私の怒りをかう息子。それでも私譲
りの鋼のメンタルで(笑)、まったく気にせず呑気な
息子に疲れ果ててしまうやら、生きやすい性格の子
だなーとある意味感心するやら。子どもに接する時
は、言葉に行動を伴わせないとダメですね…。
子どもの姿をみて、私のこういう部分がこの子を

こうさせているんだろうとか、もっとこうしておけ
ばよかったのかなーと思うことばかり、本当に子育
てって難しいなーと感じる今日この頃です。

＜うさぎ組＞
全体部分は絵の具、
中心部分はクレヨン
を使って描き、大き
なひまわりの完成！

＜りす組＞
トイレットペーパー
で作ったスタンプと
滲み絵で、ひまわり
を表現しました♪

＜ライオン組＞
切り絵に挑戦！！
切った切り絵を用
いて自由画を描き
ました。



※布団乾燥は雨天の場合、順延となります。(ね)：ねっこ守谷(子育て支援センター)の活動
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■ スタッフコラム ■

あひる組の担当になってあっという間に1か月が経ちました。イヤイヤ期の真っ只中の子どもたちを

見て、我が子にもこんな時期があったな…と思い返しています。そんな娘も来年には小学生！あのとき

こうしてあげれば…なんて思ってしまう時も多々ありますが、今では洗い物や洗濯たたみも自らやって

くれるようになり、成長を感じています。先日は「ママが大変になっちゃうから」と買い物中に荷物を

持ってくれ、そんな優しい言葉にうるっとしてしまいました。保育園からの帰り道「〇〇ができるよう

になった！」「今日は〇〇したよ」と話を聞けるだけでも成長を感じ、嬉しく思っています。子どもは

見ていないところでもどんどん成長していくのですね。嬉しい反面、手が離れていく寂しさも感じます

が、今後も娘の成長を日々見守っていきたいと思います。 （あひる組担当 ）

子どもや保護者 園の動き

1 木

2 金 スイミング
クラス会議

(ね)レスト・らん

3 土

4 日

5 月

6 火
(り)野外調理
(ラ)論語⑤

(ね)レスト・らん

7 水 (パ)野外調理
保菌検査
看護師会議

8 木 (ラ)野外調理
経営会議

(ね)レスト・らん

9 金
発育測定

避難訓練（竜巻）
(ね)リトミック

10 土 奉仕作業 一日勤務

11 日

12 月 (幼)クッキング

13 火 (ラ)キッズアンガー④
事務会議

(ね)レスト・らん

14 水 英語であそぼう

15 木 布団乾燥 (ね)レスト・らん

16 金 スイミング (ね)レジン

17 土
18 日
19 月 敬老の日

20 火
月案会議

安全・衛生チェック
(ね)レスト・らん

21 水 (ね)レスト・らん

22 木
園長・リーダー会議

(ね)リズム＆スポーツあそび
23 金 秋分の日
24 土
25 日

26 月 オープンカンパニー

27 火

28 水
OJT-Y会議

(ね)レスト・らん

29 木 契約職員会議

30 金 (ね)レスト・らん

・友だちとの関りなどの自宅では見ることが出来ない

姿や去年よりも成長した姿を見ることが出来てとても

良かった。

・我が子の出来ることが思っていた以上に多いことに

気がつくことが出来た。

・子どもに対する声掛けが参考になった。

参加される方は保育参加の申請書を担当にお渡しください。
詳しくは入園・進級時にお配りした資料をご覧ください♪

保育参加のお願い

２月まで保育参加を受け付け

ています。毎年２月が混み合

いますので、ご都合良い日が

ありましたら、是非お早めに

お申し込みください！

10日 (土 ) 奉仕作業

時間：9：00～10：30

３年ぶりに奉仕作業を行います。草取りや
築山の土盛り等、子どもたちが快適に過ごせ
るようご協力お願いします。たくさんの方の
ご参加をお待ちしております。

【持ち物】軍手・水筒等
【駐車場】職員駐車場

お子さんをお連れになる方については保育
はありません。一緒に奉仕作業に参加となり
ますので、よろしくお願いいたします。
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百合ケ丘 保育日誌食育だより食育だより

色々な指先あそびをたくさんしよう♪

たとえば…

ねじ回し や ひも通し など。

箸への移行をスムーズに行うために

離乳食の時期はまず手づかみ食べを十分に行います。
その後スプーンを持ち始め、指先の力が強くなってか
ら箸を使えるようにしてくことが大切です。

補助付き箸は、バネやリングに依存したり力を入れ
るポイントがつかみにくくなったりするため、通常の
箸をおススメしています♪

箸を持つ前にチェックしてみよう！

指先の力を鍛えるポイント

□ 絵で丸を描いて
きれいに始点と
終点がつながる

□ じゃんけんの
チョキができる

細かい指の動き
ができていると
いうことです。→

親指・人差し指・
中指の３本を使う
あそびが大切です。

あそびに来てね★

日時：10月１日(土)

10：00～16：00

場所：龍ケ崎サプラスクエア内

サプラフェスタコート

まつやま保育園グループの保育室がサプ

ラに登場！絵本や制作、運動コーナー、イ

ベント等を用意してお待ちしています！ぜ

ひ友だちを誘ってあそびに来てください♪

11/6(日) まつやまルシェ
開催します!!

2019年度に開催した大人も子どもも楽しめる
マルシェを３年ぶりに開催します♪マルシェを通
して百合ケ丘保育園をより多くの地域の方に知っ
ていただきたいと思います。

9/9(金)まで出展者を募集します。保護者の方
でもご興味のある方はぜひ、お申込みください。

申込先：https://forms.gle/wFudVJsHZ5rb4gHD7

筑波山・戸頭公園遠足で
使用するリュックについて

ライオン組が筑波山遠足と
戸頭公園遠足で使用する
リュックサックについて

☆お弁当・水筒・着替え・シートが入る
大きさのもの

☆胸元で止めることが出来る
ベルトがついているもの
(荷物が多くリュックが下がって
しまうことが予想されるため）

でのご用意のご協力をお願いいたします。

また、当日お子さんが困らないように、荷
物の場所がわかるよう準備を一緒にしてい
ただいたり、自分で開閉ができるよう練習
したりしていただけると幸いです。

※日程につきましては、後日キッズリーの
クラス投稿にて発信させていただきます。



4



5



6



7



8



9



10



11

キャンパス研修 報告卒園児おかえりなさい！
プロジェクト

7/25～8/31までに多くの卒園児が参加して
くれました。今年の参加者は20名でした！！
久しぶりの保育園に少し緊張した様子もあり

ましたが、成長した姿やたくさんの笑顔を見る
事が出来て、とてもうれしかったです♪
卒園しても大きな家族。またいつでも遊びに来
てね！

久しぶりの園庭での
水あそび♪

頼もしい姿を見せて
くれました！

■ 先月のアルバム ■

▼段取り力

段取りを考えているつもりでも、結局は目の前の
ことに縛られがちだったので、今後は目標から逆算
していく思考を意識的に行い、段取りの際にはもっ
と全体を俯瞰できるようになっていきたいと感じま
した。

（事務員 ）

▼OJT基礎講座

人材育成をすることは、育てられている人だけで
なく、育てている人の成長にも繋がっていることを
学びました。先輩として完璧であり続けようとする
のではなく、失敗を重ねながら試行錯誤して人材育
成スキルを高めていきたいです。

（うさぎ組 ）

▼感情コントロール

怒りをコントロールするためには、マイナスな感
情（つらい、痛い、悔しい、不安…）を上手く処理
する必要があります。ネガティブな感情に寄り添っ
たり共感することでコントロールできるようになる
ので、丁寧に関わり、いわゆる“キレやすい子”と
ならないように現場でも活かしていきたいです。

（乳児サブリーダー ）

▼セルフスターター

期限までに仕事を終わらせることばかりを考えて
いて、本来すべきであった報連相が抜けてしまうこ
とがあるので、自ら行動するだけでなく、コミュニ
ケーションを図りながら仕事を進めていくよう心掛
けます。

（りす組 ）



■ 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
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