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✿４月のテーマと内容
テーマ

内

容

0 才児

はじめまして

小さな赤ちゃんが新しい環境に慣れ、毎日安心して過ごせ
るように、目と目を合わせて優しく抱っこ。

1 才児

にこにこ笑顔

新しい保育者や友だちと園庭で遊んだりおいしい食事を食
べたり。新しい環境に少しずつ慣れ、笑顔があふれる。

元気いっぱい

かけっこやボール遊び、すべり台などをしていっぱい身体
を動かして遊ぶ。保育者や友だちと一緒だと楽しくて元気
いっぱい！

2 才児

あこがれの 2 階の保育室。おにいちゃん、おねえちゃんに
なった気分。2 階を探検して楽しいことを発見しよう。

3 才児

楽 しいすみれ組

4 才児

進級し、大きくなったことを喜ぶ。新しいことにどんどん
期待を膨らませて チャレンジする。数や時計に興味を持ち、遊びながら覚え
ていく。

5 才児

ゆり組 25 名
一丸となり出発

保育園生活、最後の 1 年。英語や体育、調理実習などの
年長児ならではの取り組みに、期待がふくらむ春。

✿４月のプラン
3 日(火) 入園式
14 日(土） 試食会・全体懇談会
クラス委員会
20 日(金） 誕生会
23 日(月) 内科健診(3 歳児未満)
25 日(水） 内科健診(3 歳児以上)
30 日(祝)

創立記念日

～ 4 月 14 日(土)の試食会・
全体懇談会にご参加下さい！～
試食会
：
全体懇談会：

PM12：00～1：00
PM 1：00～2：30

年度の始めに保育園のこと、食事や行事に
ついてなどを知って頂き、そのあと各クラスに
分かれてフリートーク。新しいクラスの担任や
保護者の方と楽しくお話しましょう。
たくさんのご参加お待ちしております。

園長

秋保 めぐみ

春の訪れとともに新入児 24 名を迎えて、しらさぎ保育園の新しい季節が始まりました。
当園は、保育方針を「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
育を行っています。保育園では、0 才から就学までのいろいろな年齢の園児たちが、一緒に
生活しながら、遊びを通して生きる力を身につけていきます。今年は保育テーマを「みん
な仲良し―異年齢交流―」とし、たとえば 5 才児と 1 才児、4 才児と 2 才児という風に異
年齢の子ども同士の遊びの場をもち、小さい子を思いやる気持や、おにいちゃんおねえち
ゃんと一緒に遊ぶ喜びを味わいながら“やさしいこころ”を育てていきます。ご家庭と保
育園が共に手を取り合ってお子さまの育ちに心をつくしてまいりましょう。
今年も、私たち職員は、お子さんたちが良い環境の中で育つよう努力してまいります。

《 職員紹介 》
理事長

宮﨑 俊夫

園長

秋保 めぐみ

主任

安食 美保

たんぽぽ組

藪 真梨子
森 友美
藤田 久子

もも組

クラス委員紹介
蔵元 南
赤木 佳世子

小田嶋 幸恵 津山 愛
花木 ひかり 渡部 美智子
塚本 昭子

さくら組

鴨崎 絵美
髙倉 舞
土井 恵理

末廣 亜砂海
髙辻 みゆき

すみれ組

和田 夏実
和氣 佑子

安田 香織

ばら組

植村 佳純

安養寺 優奈

ゆり組

森本 朋子

中村 由希

調理

木下 つくみ 林 歩美
豊田 之子
藤井 真由美
中西 越子
徳永 好枝

事務

木下 真由美 村上 知子

警備

澤崎 愛

安田 秀夫

もも組

金増 美穂 ・ 南 幸子

さくら

尾戸井 沙矢香
別府 久美子

すみれ組

折口 彩香 ・ 福井 霞
三木 真弓 ・ 渡邉 直子

ばら組

東 郁子 ・ 板倉 央枝
阪口 紗希 ・ 山本 真依

ゆり組

有坂 玲子 ・ 池島 純子
角野 奈美 ・ 栗川 由弥
中村 真代 ・ 陸野 梓

49 期卒園生の保護者の方から
頂いた記念品代で竹馬を買わせて
いただきます。
大切に使わせていただきます。

平成 30 年度

保育園からのお願い
たんぽぽ組(0 才児) 森 友美
しらさぎ保育園に来て 1 年目なので、
いろいろ教えてもらいながら慣れてい
きたいです。私自身この 4 月から小学生
になった子を持つ親として、保護者の方
と子育ての悩みを共有したり、子ども達
の成長を一緒に喜んだりして、楽しく過
ごしていきたいです。

もも組(1 才児) 花木 ひかり
今年の 3 月に短期大学を卒業しまし
た。私は子どもが好きで子どもと触れ合
える仕事に就きたいとずっと思ってい
ました。その夢がやっと叶いこの春から
しらさぎ保育園の先生になることがで
きました。戸惑うこともありますが、子
ども達と楽しく過ごしていけるように
精一杯頑張ります。

さくら組(2 才児) 末廣 亜砂海
小さいころから子どもが好きで、この
春から保育園に勤めることが決まり、嬉
しく思っています。体を動かすことが大
好きです。子ども達と遊びを通じて体を
動かす喜びを共有し、笑顔いっぱいで過
ごします。よろしくお願いします。

すみれ組(3 才児) 安田 香織
私は、幼稚園に 10 年務めていました。
毎日キラキラ笑顔の子ども達と関わる
ことができる保育の仕事が大好きで
す。0 歳～6 歳までの子ども達がいる保
育園に、以前からとても興味があり、
しらさぎ保育園に転職しました。新し
い気持で、先輩の先生方の保育を勉強
させて頂き、子ども達の笑顔をたくさ
ん作っていくことができる、元気いっ
ぱいの保育士になりたいです。

主任保育士

安食 美保

～安全について～
①登降園の際、ネームカードを
必ず着用して下さい。
②門を出る時はお子さんの手を
しっかりとつないで下さい。
③お迎えの時、お子さんだけが先に
園庭に出て遊ばないようにして
下さい。
ケガや事故にあわないように、
安全のためのルールです。
みんなで守って楽しい保育園
生活にしましょう。

✤弁当日✤
お弁当日の朝は、みんな大事にお弁当を抱えて登園してきます。
忙しい朝ですが、お子さんがうれしそうに食べる姿を思い浮かべ、お弁当作りを楽しんで
みてはいかがでしょうか？お弁当は、親子の絆を深めるものだと感じます。
★6 月～9 月中は、食中毒予防のため実施しません。

4 月 16 日(月)
5 月 1 日(火)
10 月 1 日(月)
11 月 1 日(木)
12 月 3 日(月)
H31 1 月 15 日(火)
2 月 4 日(月)
3 月 4 日(月)
H30

～時間について～
①朝は 9 時までに登園して下さい。
②休む場合は 8：30～9:00 までに
電話連絡して下さい。
TEL:285-1418
③病院などで遅れる場合も必ず
9:00 までに電話連絡を。
※登園は食事の時間があります
ので遅くても 11:00 までです。
11:00 を過ぎる場合は家庭保
育でお願いします。
＜編集後記＞
―春は出会いと別れの季節―
先月 27 名の子どもたちがしらさぎ保育園
を巣立ちました。初めて出会った頃はまだ赤
ちゃんだった子が心も体も大きく、たくまし
く成長していて感動しました。今年は 24 名
の新入児のみんながしらさぎ保育園に仲間
入り。在園児のみんなも新しい保育室、保育
者と新しい生活のスタートです。しばらくは
慣れないことに泣いてしまうかも．．
．。
〝保育園って楽しい、おもしろいな″と思っ
てもらえるように職員一丸となって楽しい
保育に努めていきます。
(藪)

✤誕生会✤

15 日(火)
18 日(木)
15 日(木)
17 日(月)

(食べられる量を)
“適量を”
“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。

18 日(月)
15 日(金)

ＡＭ10:30～ＰＭ 1:00 までの参加となります。
持ち物：エプロン・三角巾・マスク
参加する人は必要です‼

お子さんの誕生月に参加して下さい。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。
参加は 2 名まで。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。
また、どうしても車で来られる方は必ず事前に申し出て下さい。
H30 4 月 20 日(金)

5 月 18 日(金)
6 月 20 日(水)
7 月 6 日(金)

✤試食会✤

8 月 21 日(火)
9 月 20 日(木)
10 月 23 日(火)
11 月 20 日(火)

12 月 20 日(木)
H31 1 月 18 日(金)
2 月 20 日(水)
3 月 1 日(金)

平成 30 年 4 月 14 日（土）12 時～

全体懇談会の前に行います。子どもたちが毎日食べる保育園の食事を食べてみませんか？
今回の試食会のメニューは「麦ごはん、野菜のカレー煮、納豆和え、じゃこトースト」です。
保育園では玄米を取り寄せ、園内で精米したお米に麦を混ぜ込んで炊いています。
野菜のカレー煮はたくさんの野菜をカレー味で煮込んだ昔から保育園で提供している定番
メニュー。納豆和えは子どもたちに大人気。納豆が苦手な方も是非食べていただきたい 1 品
です。じゃこトーストは簡単ですぐに作れるおやつです。栄養満点のごはん、野菜たっぷりの
おかず、定番のおやつを食べに来て下さい。たくさんの参加をお待ちしています！
＜今月の担当：安食美保・藪真梨子・中村由希＞

