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園長

秋保めぐみ

2019 年、日本は元号が変わり、しらさぎ保育園は 51 回目の春を迎えます。今まで 50 年と
いう長い間培ってきた伝統は継承しつつ、少しずつ改革を試みながら新しい一歩を踏み出して
いきます。今年は保育テーマをリトミック「なりきり遊びを楽しもう」としています。

リズムにあわせて体を動かし、動物や花、魚等になりきって動く面白さを味わわせながら、
想像力やリズム感、連帯感などを養っていきたいと思います。異年齢交流も継続して行っ

✿４月のテーマと内容

ていきます。家庭では味わえない集団生活の中で、
“楽しい”がいっぱいの保育を展開しな

テーマ

0 才児

1 才児

2 才児

3 才児

4 才児

5 才児

内

容

習慣がしっかり身に付くよう、0 才から 6 才まで一貫した保育をしてまいります。

ようこそ
たんぽぽ組へ

暖かい陽ざしの入る明るい保育室。保育者の優しい語りか
けや抱っこで少しずつ慣れ、笑顔を見せるようになる。

大きくなったよ

新しい部屋と新しい友だち。初めは泣く事もあるけれど、
少しずつ慣れて楽しくなっていく。園庭で元気に遊ぼう！

みんな
友だちと歌ったり絵本を見たり、一緒に遊ぶことが楽し
仲良しになろう！ い。やる気満々、いろいろな事にチャレンジする。
外 で遊 ぼう
楽しく

がらも、あいさつ、手洗い、うがい、整理整頓、食事のマナーを覚えるなどの基本的生活

和らかな日差しの中、体を動かす。進級の喜びがあふれ
自然と笑顔に。体力作りの 1 年がスタート。

歌って踊ろう！

歌うことと踊ることが大好きなみんな。1 年間を通じて
歌とダンスに取り組んでいく。

最年長児
ゆり組！

困っている友だちを助ける優しい気持と、けじめのある
行動、最年長児になったという自覚を持つ。

✿４月のプラン
3 日(水) 入園式
13 日(土） 試食会
クラス委員会
15 日(月) 弁当日
22 日(月） 内科健診( 3 歳児以上)
23 日(火) 誕生会
24 日(水） 内科健診(3 歳児未満)
30 日(祝) 創立記念日

食 育

お花と野菜が決まりました。

★もも
★さくら
★すみれ
★ばら
★ゆり

ミニひまわり
ナス・ミニトマト
ナス・ピーマン
枝豆・ピーマン
ジャガイモ・オクラ・大根

ＧＷ明けに植えます。「おおきくな～れ」
「おいしくな～れ」と子どもたちがパワーを
送ると…不思議、おいしい野菜が育ちます‼

本年度もよろしくお願いいたします。

《 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 小田嶋 幸恵
堀川 梓音
藤田 久子
もも組

クラス委員紹介
鴨崎 絵美
赤木 佳世子

もも組

平川 優香・森田 ゆき

さ く ら 組 平井 早苗・山本 敏子

森 友美
末廣 亜砂海
渡部 美智子 髙辻 みゆき
塚本 昭子

すみれ組

伊本 夏己・高橋 茜

さくら組

安田 香織
玉野 真実

津山 愛
髙倉 舞

ばら組

美濃部 央枝・田中 知穂
徳田 知美・三木 真弓

すみれ組

森本 朋子

安養寺 優奈

ゆり組

ばら組

和田 夏実

中村 由希

ゆり組

植村 佳純

花木ひかり

石畑 美幸・井下 恵
上迫 仁美・久保 純子
新屋 加奈・藤原 孝美

調理

木下 つくみ 林 歩美
豊田 之子
藤井 真由美
須賀野 きよみ

事務

木下 真由美 村上 知子

警備

澤崎 愛
白柳 房則

安田 秀夫

＊藪 真梨子(育休中)

田中 香緒里・時松 美由貴

50 期卒園生の保護者の方から記念品と
してハンディ顕微鏡を頂きました。
大切に使わせて
いただきます。

✤試食会✤

新人の声
保育園からのお願い
たんぽぽ組(0 才児) 堀川 梓音
私は、小さな頃から小さい子の面倒を
みることが大好きで、保育士になること
が夢でした。夢が叶って 4 月から、しら
さぎ保育園で働くことになり嬉しいで
す。1 年目なので、先輩方に沢山の事を教
えてもらいながら子どもたちと共に成長
し、毎日楽しく過ごしていきます。これ
からどうぞよろしくお願いします。

さくら組(2 才児) 玉野 真実
初めまして。4 月からさくら組の副担
任をします。子どもの頃から夢である保
育士になり、これから毎日子どもたちと
関わることができると思うと、楽しみで
す。初めてのことばかりで、戸惑いご迷
惑をかけるかもしれませんが、よろしく
お願いします。

行事について
保育園は 51 年目を迎え、長い間続けて
きた行事を見直し、新しくスタートしま
す。12 月の発表会は、3.4.5 才児クラス
のみの出演にし、2 月の参観日には、0.1.2
才児クラスが各保育室で劇あそび的な演
目を見て頂きます。そして親子で遊びま
す。低年齢の子どもたちは、いつもと同じ
環境でする方が、のびのびと自然にできる
のでは…と考えています。
次に、作品展は絵画展になります。各ク
ラス絵に力を入れ、一年を通じてたくさん
の絵を描いていきます。四季を感じ、想像
力を膨らませ、描く楽しさを味わってほし
いと願っています。古い形にいつまでもと
らわれるのではなく、新しく変えることで
新しい風が吹くように…。
(日程は行事予定表でご確認下さい)

～安全について～

平成 31 年 4 月 13 日(土) 12 時～13 時

場所：ホール

様々な食材を使った栄養満点の食事を是非食べに来て下さい。他にどのような食器を
使っているのか、どれくらいの量を食べているのかなど、いろいろなことを知って頂け
るチャンスです。試食会は年に 1 回だけです。この機会に参加してみて下さい。

①登降園の際、ネームカードを
必ず着用して下さい。

ごはん(ふりかけ)

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。

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。

さつまいもと
チーズのかき揚げ

チーズやハム、しらす干などの塩味が少しあるので、天つゆ
を付けずに提供しています。

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。

高野豆腐と
桜えびの含め煮

「作り方を教えてほしい」という保護者の方からリクエスト
がありました。だしの利いた優しい味付けとなっています。

みそ汁

煮干からだしをとり、こだわって取り寄せたみそを使用して
います。

フルーツヨーグルト

フルーツヨーグルトは 3 時のおやつの定番メニューです。

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。
～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＞
新年度がはじまりました。新入児のお子さ
んは慣らし保育がスタートしています。私の
子どもが慣らし保育の初日、お部屋のドアを
たたいて大泣きする姿を、今でもはっきりと
覚えています。心配で心配で…。保護者の方
も仕事がスタートし、育児との両立を不安に
思っていらっしゃる方もいるのではないで
しょうか？職員一同、子どもたちと楽しく過
ごし、心配や不安を吹き飛ばすように保護者
の方々の子育てを全力でサポートしていき
ます。(森)

✤誕生会✤

お子さんの誕生月に参加して下さい。ＡＭ10:30～ＰＭ 1:00

保育園での生活や食事の様子を見て頂き、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
2019 年 4 月 23 日(火)

5 月 21 日(火)
6 月 20 日(木)
7 月 5 日（金）

8 月 20 日(火)
9 月 20 日(金)
10 月 18 日(金)
11 月 21 日(木)

2020 年

12 月 20 日(金)
1 月 21 日(火)
2 月 20 日(木)
3 月 3 日(火)

＝弁当日について＝ 忙しい朝のお弁当作りは大変で、何を入れたらいいのかも迷って
しまうと思いますが、子どもたちは大事にお弁当を抱えてうれしそうに登園しています。
キャラ弁でなくていいのです、お子さんに「何を入れてほしい？」と聞いてみて下さい。
子どもたちは好きなもの、おうちの人が作ってくれたものが入っているだけで喜びます。
お子さんが食べる姿を思い浮かべながら、お弁当作りを楽しんでみてはいかがでしょうか？
お願い

〇
〇
〇
〇

串は危険です！使わないで下さい。
お子さんが食べやすい大きさにしましょう。
デザートは果物にして下さい。ゼリーやプリンはやめて下さい。
お子さんが好きなもの、食べられる量を入れて下さい。
＜今月の担当：安食美保・津山愛・森友美＞

