2020 年 4 月号

新しい季節に
しらさぎ保育園
VOL53 NO.1
(通巻 624 号)
http://www．sirasagi－hoiku．ｃｏｍ/

✿４月のテーマと内容
テーマ
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1 才児
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4 才児

5 才児

たんぽぽ組へ
ようこそ！

内

初めての保育園、保育者、友だち、
“初めて”がいっぱい。
少しずつ慣れ、安心して 1 日を過ごせるようになる。

新しい保育室や広い園庭で遊んだり、おいしい食事を食べ
楽しいね、保育園 たりして少しずつ園生活に慣れていく。保育園って楽しい
ところ。

外で遊ぼう

ぽかぽか暖かい春。園庭で走り回ったり鬼ごっこをした
り、外遊びを満喫する。

宮﨑 俊夫

スモック、カラー帽子、道具箱など、新しいことがいっぱ
いでやる気満々。どんどんチャレンジする 1 年のスタート。

園長

秋保 めぐみ

主任

安食 美保

たくさん話そう！

うれしいことや悲しいこと、何でも話して友だちや保育者
と仲良くなる。

たんぽぽ組 藪 真梨子
赤木 佳世子
澤谷 節子

最年長ゆり組

最年長児としての自覚をもち、年下の子や困っている友だ
ちに優しくできるようになる。保育園生活最後の一年を
有意義に。

あこがれの
すみれ組

15 日(水)

弁当日

20 日(月)

内科健診(3 才児未満)

＜たんぽぽ組・もも組・さくら組＞

誕生会

22 日(水） 内科健診(3 才児以上)
＜すみれ組・ばら組・ゆり組＞

30 日(木)

《 職員紹介 》
理事長

✿４月のプラン

21 日(火)

容

園長 秋保めぐみ
桜の花が盛りを迎え、新しい１年がスタートしました。ご入園、ご進級おめでとうござい
ます。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 2 つを柱に
保育を行っております。今年の保育テーマは「運動遊びを楽しもう！」日頃から子どもたち
は広い園庭で元気に走り回っておりますが、それに加えて鉄棒、マット、平均台、リトミッ
クなど、体を使った遊びを取り入れて体づくりをしながら、バランス感覚も養っていきます。
3 月に卒園した保護者の皆様から卒園記念に体育教材をいただきましたので早速活用させて
いただきます。さらに、就学までの６年間で挨拶、手洗い、うがい、食事のマナー、衣服の
着脱などの基本的な生活習慣が身につき自立して小学校に行けるように年齢に応じた保育を
してまいります。本年もよろしくお願いいたします。
※新型コロナウィルス感染症は新学期を迎えても、まだまだ予断をゆるさない状況です。
これからも気を緩めることなく、みんなで予防の意識を高め自己防衛をしていかなければと
痛感しています。保育園は今後も大阪府や堺市からの通達に従って保育を行っていきます。
ご理解、ご協力をお願いいたします。

創立記念日(休園)

新型コロナウイルス予防対策について
・入室前の消毒、手洗いや咳エチケットなど
の基本的な感染対策を徹底する。
・お子さんは毎朝検温をして下さい。

もも組

クラス委員紹介
もも組
堀川 梓音
藤田 久子

小田嶋 幸恵 植村 佳純
野矢 真穂
渡部 美智子
塚本 昭子

さくら組

森本 朋子
髙倉 舞

すみれ組

安養寺 優奈 花木 ひかり

ばら組

安田 香織

大久保 愛実

ゆり組

和田 夏実

中村 由希

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

・発熱、咳等の症状がある場合は、家庭保育
をお願いします。

森 友美
髙辻 みゆき

事務

木下 真由美 村上 知子

警備

澤崎 愛
白柳 房則

安田 秀夫

河内 毬衣・横山 加奈絵

さ く ら 組 大植 雅世・別府 久美子
すみれ組

勝木 夕雨子・高柳 宏美

ばら組

有坂 玲子・伊本 夏己
寺内 貴子・寺本 佳奈

ゆり組

児玉 真那・谷岡 真由佳
林田 絵美・引地 友子
向田 真弓・渡邉 直子

土屋 和佳・美濃部 央枝

第 51 期卒園生の保護者の方から記念品として
・体育教材（とびとびバランス）
・大型絵本 1 冊
・絵本 2 冊
を頂きました。
大切に使わせていただきます。

✤

保育園からのお願い
～安全について～

新人の声

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。

た。この春からしらさぎ保育園で保育士が

〇
〇
〇
〇
〇

きでした。だから毎日子どもと触れ合える
仕事に就きたいと思い保育士を目指しまし

とばかりで戸惑うことがありますが、先輩

✤

に教わりながら一生懸命頑張ります。

ばら組(4 才児) 大久保 愛実

誕生会

私は体を動かすことと食べることが大好
きです。子どもたちの成長にとってこの
2 つは大切なことだと思います。
子どもたちとたくさん関わり、遊びや運動、
食事を一緒にすることで、運動の楽しさや

年間行事予定をご覧下さい。
誕生会見学後、ぜひ親子で食事を楽しんで下さい。

＊尚、コロナウイルス感染予防のためにしばらくは参加を見合わせて頂きます。

行事について
＜編集後記＞
この春からしらさぎ保育園に仲間入りする新
入児は 26 名です。保護者の方も初めてのこと
に不安だったり、楽しみだったり、複雑な心
境だと思います。今年 2 年目の私も昨年は初
めてのことだらけで、戸惑いました。子ども
たちが“保育園に早く行きたい”
“楽しいな”
と思ってもらえるよう保育に勤めていきま
す。分からないことがあれば聞いて下さい。
(堀川)

保育園での生活、食事の様子や味を知って頂くチャンス。

を添えて申し込んで下さい。

なと思います。先輩の保育を見て勉強し、
す。これからよろしくお願いします。

✤

参加希望の方は 1 週間前までに参加費 500 円

食事の大切さを伝えることができればいい
笑顔いっぱいで楽しく過ごすようにしま

令和 2 年度 誕生会・弁当日

ＡＭ10:30～ＰＭ1:00 までの参加となります。
お子さんの誕生月に参加していただくのが原則。
お子さんの体調が悪く欠席された場合は翌月に参加して下さい。

弁当日

昨年度初めて絵画展を行いました。ホールや
保育室に絵画が並びステキな空間が出来上が
りました。今年度は日々の成長を見ていただき
たいと思い、絵や作品はすぐに各保育室に展示
します。季節ごとのテーマにそって、どの年齢
も絵を描いたり、製作をしたり、年齢に合った
技法や表現方法で取り組みます。ばら組、ゆり
組はホールにも展示していきます。お楽しみ
に。4 月のテーマは“花”。どんな作品ができ
るかな…

旬の食材を取り入れた食事
7 分づき米と麦でビタミンと食物繊維がたっぷりなごはん
安全で美味しい国産の食材を使用
各年齢に適した調理実習の実施
お箸の持ち方や配膳などの食事マナーの指導
など…

できて、嬉しく思っています。初めてのこ

～時間について～

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。

を目指しています。子どもたちの健康と繊細な味覚を育てていきます。

私には歳が離れた兄弟がいるので、よく

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。

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

当園では、薄味を基本とした食事作りを心掛けています。かつおや煮干し、
調理をしています。食材本来の味を大切にした、薄味でもうま味たっぷりの食事

もも組(1 才児) 野矢 真穂
一緒に遊んだり、面倒を見たりするのが好

①朝は 9 時までに登園して下さい。

✤

昆布などからだしをとることで、添加物を含む化学調味料をできるだけ使わずに

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。

食事のこだわり

毎月 15 日
※曜日により変動する月もあるので詳しくは
年間行事予定をご覧下さい。(8 月はありません)
当園から昼食の提供はできませんのでご注意下さい。

気候の良い季節は園庭や屋上にシートを広げて食べています。いつもと違う
環境に子どもたちは大喜び。キャラクター弁当でなくても大丈夫。お子さんは
おうちの人が作ってくれたお弁当をいつも美味しそうに食べています。
帰ったら「美味しかった？」「お腹いっぱいになった？」など、いろいろなこと
を聞いてみて下さい。親子の会話が弾むきっかけになれば…と思っています。

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・藪真梨子・堀川梓音＞

