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園長 秋保めぐみ
平成 29 年 4 月、当園は創立 50 周年を迎えます。創設者の宮﨑節夫･のぶ子夫妻が「子
どもを中心に」
「子どもに家庭と自然を」という熱い思いで開設し、以来その心は今につ
ながっております。50 年という節目の年に当たり私たちも気持が引き締まります。入園、
進級のお子さんたちや保護者の方にとっても新しい生活の始まりです。当園は保育方針
に「食育･体育･美育を保育の中心にすえ、園児が自立して社会を生きていく力を育てる」
保育目標を「やさしいこころとつよいからだ」とし、この二つを柱に保育しています。
昨年は「体育」に力を入れ、一年を通して各年齢に応じたマット遊びや、鉄棒、運動
用具を使ってのサーキットやマラソンを楽しみ、からだ作りをしてきました。今年は、
「美
育」をテーマに、わらべ歌遊びや楽器遊び、リトミックなどの音楽遊びを多く取り入れ
ていきます。
「食育」については、昭和 48 年から“人間育ては食事から”という思いで、
主流だった盛り切りの給食をやめ、園児一人ひとりの食べられる量を盛り付ける形に変
えました。また、給食を“食事”と呼ぶようにし、それ以来 44 年もの間食育に力を入れ
ています。これからも「食育･体育･美育」を柱に、子どもたちの育ちを大切に保育して
まいります。

～しらさぎ保育園は、50 回目の誕生日を迎えます～

✿４月のテーマと内容
テーマ

内

容

こんにちは
あかちゃん

新しい環境に慣れるまでの不安な気持をやさしく抱っこし
て安心させる。目と目を合わせて話しかけ、笑顔を引き出
していく。

ようこそ もも組へ

広い園庭、お気に入りのおもちゃ、おいしい食事など、新し
い環境に少しずつ慣れ、保育園にくることが楽しくなる。

2 才児

元気いっぱい

かけっこ、オニごっこ、すべり台など外遊びをたくさん取
り入れ、思いきり体を動かしてのびのびと遊ぶ。
気持のいい春を感じる。

3 才児

すみれ組
スタート

新しいスモック、ロッカー、保育室など新しいことがいっ
ぱいの毎日。春探しの散歩に行ったり春の歌をうたったり
して過ごす楽しい一年の始まり。

4 才児

仲良しばら組

進級し年中クラスになった自覚が芽ばえる。グループ活動
を通して、仲間意識が高まり、友だちを思いやる優しい心
が育つ。

5 才児

やったー！ゆり組

ゆり組になった喜びを胸に、年長児らしく明るくハキハキ
話をし、活発でけじめのある行動をする。

0 才児

1 才児

職員紹介

《クラス委員紹介》

理事長 宮﨑俊夫
もも組
園長 秋保めぐみ

主任 安食美保

さくら組 林田絵美(雄生) 坂上奈緒(葵人)

たんぽぽ組 渡部美智子
安養寺優奈
藤田久子

鴨崎絵美
赤木佳代子

もも組

小田嶋幸恵
津山 愛
和氣佑子
高辻みゆき

蔵元 南
小林和代
塚本昭子

稲垣美穂
中村由希

和田夏実
高倉 舞

すみれ組 上迫仁美(優翔)

新屋加奈(聖奈)

才神基規容(実歩子) 山田真理(未来)
ばら組

さくら組

川合幸枝(結優) 髙橋牧子(瑚叶)

栗川由弥(慶人)

辻中久実(佑芽)

牧美帆(飛龍)
ゆり組

天野千景(翔太) 奥村麻実(隼翔)
近藤明奈(恭華) 末吉明菜(亜利寿)
中野好美(美杜) 西浦美砂子(翔慎)
三木真弓(章太)

すみれ組

森本朋子

植村佳純

ばら組

加藤直未

保田玲良

ゆり組

須田尚子

福石 萌

調理

木下つくみ
豊田之子
藤井真由美

荻野杏子
下田美由紀
徳永好枝

事務

木下真由美

村上知子

警備

澤崎 愛

安田秀夫

※藪真梨子(育休)

✿４月のプラン

(敬称略)

４月 22 日(土)

試食会：PM 12:00～1:00
全体懇談会：PM1:00～2:30
年度の始めに保育園の食事や行事について、
知って頂き、クラス委員さんの紹介等をした後
各クラスに分かれてフリートーク。新しいクラ
スになり不安なことを相談し
気になることやききたいことを
担任とお話しましょう。
たくさんのご参加お待ちしています。

4 日(火) 入園式
17 日(月） 弁当日
20 日(木) 誕生会
22 日(土) 試食会，全体懇談会
クラス委員会
30 日(日) 創立記念日
内科検診
19 日(水）3 才児未満
26 日(水）3 才児以上

編集後記
この春 32 人の新しい子どもたちが、しらさぎファミリー
になりました。毎年入園時には「できるだけ早くお迎えに来
て下さい。
」とお願いしています。私も経験がありますが、
お仕事をされていると、帰宅してから眠るまでの間は大忙
し。晩ごはんを食べてお風呂に入るだけで精一杯。お子さん
とふれあったり、おしゃべりしたりする時間はあまりありま
せん。でも早く帰れば心に余裕ができ、食事の時に会話がは
ずみふれあいタイムもできます。保育園に慣れてくると、
「も
っと遅く来て!!」と言うお子さんもいるようですが、ふれあ
いを楽しめるのは今しかないのでは…やはり早くお迎えに
来てお子さんとの時間を大切に。
（安食）

＜今月の担当：安食美保・渡部美智子・小林和代・福石萌＞

✿ クラス紹介 ✿
たんぽぽ組(0 才児)
今年はかわいい 13 人の赤ちゃん
とスタート！童謡やクラシックの音
楽を常に流して聴かせています。笑
顔で語りかけ、スキンシップをたく
さん取ることで安心して過ごせるよ
うに心がけています。保護者の方に
毎日お子さんの様子をお話し、一緒
に成長を見守っていきます。一年間
を通して手遊びや絵本の読み聞かせ
をして楽しく過ごします。

さくら組(2 才児)
今年の目標は「仲良くおしゃべり」
です。さくら組の年齢はたくさんの言
葉を覚え、おしゃべりが盛んになって
いく時期です。会話を楽しみつつ、正
しい日本語で話せるように、また、人
前で自分の名前が言えるように練習
していきます。楽しく体を動かす遊び
をいっぱいして活発に活動します。
ばら組(4 才児)
ごっこ遊びやゲーム、竹馬など
様々な遊びを取り入れます。好きな
こと、やりたいことを見つけ、打ち
込むことを応援していきます。文字
や数に興味を持つように導き、知り
たい気持を満足させ、ヤル気を育て
ていきます。

もも組(1 才児)
いろいろなことに興味を持ち、
活発に動く１才児。遊びや生活面
でたくさんのことを経験して「で
きること」を増やしていきます。
そして、お子さんの成長を保護者
の方と一緒に喜び感じていく
そんな一年にしていきます。

すみれ組(3 才児)
新しい友だち 4 名迎えて 26 名でス
タート。就学を３年後に見すえ、土台
作りの第一歩としてじっくり集中し
て取り組むこと、また色々なことに挑
戦していくヤル気を育てていきます。
たくさん遊んでたくさんおしゃべり
して「今日も楽しかった～」と笑顔で
帰る毎日を目指します。

ゆり組(５才児)
楽しいことが大好きでパワー全開の
ゆり組のみんな。年間のテーマを「保
育園生活を思いっきり楽しもう」とし、
１日１日の時間を大切に過ごします。
たくさんの経験の中で話す力、聞く力、
考える力を就学までに身につけて充実
した１年にしていきます。

✤平成 29 年度 弁当日の予定✤
弁当日の朝は、みんなうれしそうにお弁当を抱えて登園して来ます。
「せんせいみて～」と
自慢げに中身を見せてくれます。美味しそうに食べる姿を見るとおかあさんの味が大好きなの
だと親子の絆を感じます。忙しい朝ですが、お子さんが食べる姿を思い浮かべ、お弁当作りを
楽しんで下さい。

お弁当日
H29 4 月 17 日(月)

5 月 1 日(月)
15 日(月)
10 月 2 日(月)
19 日(木)

ゆり組(5 才児)担任 福石 萌
4 月からゆり組の担任になりました。私が
保育士になろうと思ったのは、純粋に子ども
が好きだからです。しかし大学に入ってみる
と子どもが好きなだけでは保育士になれな
いということがわかりました。ピアノは大学
から始めましたがコツコツと練習しました。
大学で勉強したことを生かし、日々勉強し、
頑張っていきます。

H30

1 月 15 日(月)
2 月 1 日(木)
15 日(木)
3 月 1 日(木)
15 日(木)

★6 月～9 月中は、食中毒予防のため実施しません。

“適量を”

(食べられる量を)
“バランスよく” (好きなものに偏らず)
“食べやすく” (食べやすい大きさに)

※串は危険です！使わないで下さい。

✤誕生会について✤
お子さんの誕生月にＡＭ10:30～ＰＭ 1:00 までの参加となります。保育園での生活や食事
の様子を通してお子さんの成長を感じ親子で食事を楽しんで下さい。
都合のつかない場合は翌月に参加されても構いません。
（参加希望の方は 1 週間前までに参加費 500 円を添えて申し込んで下さい）
誕生会の日程は年間行事予定表に載せていますので、そちらをご覧下さい。

✤試食会✤
日 時 ：平成 29 年 4 月 22 日（土）12 時～
メニュー：スパゲティミートソース、りんごサラダ、ふわふわスープ、麩のラスク
スパゲティ
ミートソース

昔から保育園で提供している定番メニューです。子どもが苦手なピーマンや椎茸
などたくさんの野菜が入っていますが、甘い味付けで子どもたちにも大人気！
隠し味に干椎茸のだしを入れているので大人も食べやすい味になっています。

りんごサラダ

さっぱりとしていて、レーズンのアクセントが癖になる味です。

ふわふわスープ

卵にパン粉を入れることでふわっとした仕上がりになっています。きれいな色を
しているのでスープを添えるだけで、さらに食卓が華やかになります。

麩のラスク

麩のラスクは昨年度に加わった新メニューのおやつです。ほんのり甘く、サクサ
クとした食感が子どもたちに好評でした！ご家庭でも簡単に作れます。

〘新人の声〙
たんぽぽ組(0 才児)担任 安養寺優奈
私の兄弟や親戚は年下の子ばかりだった
ので、子どもと関わる機会が多く、子ども
が好きで保育士を目指しました。先輩方の
保育を見て勉強します。１年目なので不安
なこともありますが、笑顔を忘れずに、子
どもたちとたくさん関わっていくようにし
ます。よろしくお願いします。

11 月 1 日(水)
15 日(水)
12 月 1 日(金)
15 日(金)

たくさんの保護者の方にお子さんが日頃食べている食事を味わってもらいたいと思って
います。ぜひ試食会への参加をお待ちしています。

