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園長コーナー
２６年度がスタートしました。今年の入園式は
暖かく、穏やかな日和の中、17 名のお子様を
迎えることができました。
新だいちぐみ。ひかり組も待ちに待ったこの日！
大はりきりで園歌・歓迎の歌を披露してくれました。
子どもたちはめいめいに新しいクラスになって自覚
が目覚め、新しい遊びを発見しています。
今年度も『育てる』
『地域貢献』を理念に子育て
のサポートをしながら、子どもたちとともに職員も
育っていきたいと思っています。
開園して 4 年目を迎えました。
“子どもたちにとって“
を常に念頭におき、かえで保育園の大きなお家で
たくさんの事を経験し、考え、挑戦していってほしい
と願っています。
そこで今年度の目標は
「丁寧な保育」を心がけていきます。
挨拶や関わりを重視し取り組んでいきます。
子どもたちにも 2 歳児まではゆったり受け止めていき
幼児クラスは規律のある生活を進めていきます。
子どもたちの本来持っている力や考えが気負わず、
出せていける環境を提案していきますので、何か
あれば是非お伝えいただければ嬉しいです。
＜今年の改修計画＞
・園庭の避難経路の確保のため南側を改修します。
・テラスの遮熱処理を行います。
・年 2 回害虫駆除をします
＜保護者の方々との触れ合い＞
何でもお話しできるよう主任が中心となり、
お声をかけさせていただきます。
医務室が毎日、お母様とのお話のお部屋となれば
うれしいです。

～26 年度の保育～
・定員変更して、保育を進めます。
60 名定員から 70 名に変更致します。
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・表現する保育を進めます。
体操では、体力づくりをし、発散する機会を持ち、
音楽は歌や楽器遊びを楽しみます。絵画では自由
に心を表出することで心の中をすっきりしてい
きます。
・緊急時に備えて
園長・主任で自宅確認を行います。
・月の終わりの夕方にかえでカフェを開催します。
ゆっくりお茶を楽しんでください。

子育てアラカルト
・子育て情報
かえで保育園は火曜・木曜、10 時から園庭開放を
しています。園児さんと一緒に遊んだり、子育て
の話をして交流を図っています。お友だちや育休
中の方、どうぞご参加ください。
5 月からイベントも開催します・

報 告
3 月をもって卒園していかれた 3 期生から
折り紙を入れる整理棚を寄贈いただきました。
ありがとうございました。
棚の後ろには、サインをしてくれています。大切
に使っていきます。

にこにこメッセージ♪
♪はーるがきーた、はーるがきーた、どこにきたー（…..略）かえでほいくえんにきたー♪
理事長先生が入園式の挨拶の冒頭に歌って下さり、和やかな雰囲気の中、２６年度の幕があけました。新入園児のみなさまの面接の中で、
園長より「どのようなお子さまに育って欲しいですか？」と質問があり、みなさん少し考えながら思い思いに、答えて下さっているとき
の顔が、何より素敵でした。生まれる前、生まれてから、年齢と共に、変化もしていくでしょうが、変わらないことは「元気に」という
思いは、どのご家庭も同じだと思います。でもどんなに気をつけていても、病気をしながら大きくなっていきます。お仕事が大変なとき
に限っての発熱など、色々悩みながらの戦いです。先手を打っていても防御しても、なる時はなります。それ以外にも悩みは盛りだくさ
ん、仕事との両立は大変などなど、保護者の方の思いを受け止めながら、楽しんで子育てに向き合って頂けるよう、たくさんお話ができ
ればと思っています。（家事の手抜き方法などはいつでもお答えできます）
かえで保育園で大きくなっていく子どもたち、みんなで育てましょう。
大人の心が明るいときは、子どもの心はもっと明るいです。

～めばえのメッセージ～

主任保育士 藤森寿美

～ふたばのメッセージ～

『保育園の生活に慣れましょう』

『新しい環境に慣れ、安心して

わらべうた『メンメンスースー

過ごしましょう』

ボウズ・ハナチャン』

わらべうた『花さかひらいた』
めばえさんから一つ大きくなったお友達

お父様、お母様と初めて離れての生活と

９人と新しいお友達６人の１５人のお友

なります。不安いっぱいの子ども達の気

達でふたば組がスタートします。ふたば

持ちを受け止め、ゆったり一人ひとりに

組では「イヤだ」や「自分で」の思いを

あった生活リズムで過ごしていきたいと

受け止めながら、一人ひとりに合わせて、

思います。

ゆったりと関わっていきたいと思いま

一年間よろしくお願いします。

す。１年間よろしくお願いします。

～新しい先生の紹介～
はじめまして。4 月からめ
ばえ組を担当させていた
だきます。
林 奈津美です。まだまだ
至らないことも多いと思
いますが、ひとつひとつの
行動を丁寧にそして、
子どもたちが毎日を笑顔
で元気に過ごすことがで
きるように、一生懸命頑張
っていきます。
これからは、かえで保育園
の家族の一員として成長
していけたらと思います。
よろしくお願いします。
林 奈津美

４月からふたば組の担
任になります。
三谷梨緒です。
私は体を動かすことが
大好きなので、子どもた
ちと元気に走ったり、体
を動かす気持ち良さを
伝えるお手伝いができ
たらと思っています。至
らない点も多々あると
思いますが、毎日笑顔で
一生懸命頑張ります。
よろしくお願い致しま
す。

三谷 梨緒

４月から幼児フリーと
して担任をさせていた
だく谷角早紀です。
走ることが大好きなの
で園庭で元気いっぱい
走りまわりたいと思い
ます。そして、にこにこ
笑顔でみんなと楽しみ
を分かち合いながら
過ごします。私は鳥取県
出身で田舎っぽさが出
るかもしれませんが、
皆様と少しずつでも
仲良くなりたいと思っ
ておりますので、よろし
くお願い致します。
谷角 早紀

はじめまして。４月から
新入生としてかえで保育
園にやって来ました。
栄養士の西原早希と申し
ます。これから、かえで
保育園の子ども達に毎日
愛情たっぷりのおいしい
ご飯とおやつを提供した
いと思います。まだまだ
分からないこともたくさ
んありますが、一生懸命
調理したいと思っていま
す。みなさんに元気を届
けられるように頑張りま
すのでどうぞよろしくお
願いします。
西原 早希

～つぼみのメッセージ～
『新しい環境に慣れましょう』
うた

「おはながわらった」
「大きなくりの木の下で」

つぼみぐみのおしらせ・おねがい

エピソード
新しいお部屋に変わって、1 週間が過ぎました。子どもた

・4 月からは、外遊びの時には赤白ぼうしをかぶ

ちは、つぼみ組のテラスで遊ぶことがとっても楽しいよう

って遊びますので、ご用意をお願い致します。

です。園庭から行く時には、急いでお片付けをして走って

また、毎週木曜日には体育遊びも始まります。

向かっています。テラスでは、空を見上げて「ここにいる

体操服・体操ズボンをご用意ください。

よー」と叫んでみたり、端から端までお友達と一緒に全速

・子ども達がタンスを開けて服を取ったり、片付

力で走ってみたり、たくさん動いて遊んでいます。

けたりすることも増えてきます。もう一度すべ

今年度は 3 人の保育者と共に、元気いっぱい色々な事を体

ての持ち物をご確認のうえ、名前の記入をよろ

験できたらいいなと思っています。

しくお願い致します。

1 年間どうぞよろしくお願い致します。

～いぶきのメッセージ～
『新しいクラスでの生活に慣れましょう』

～ひかりのメッセージ～

うた「さんぽ」
「きみたちきょうからともだちだ」
「園歌」

『新しい生活のルールや流れを知る』
うた「せいくらべ」

3 月よりお兄さんお姉さんと共に幼児のクラスで過ごして
いたこともあり、それぞれが好きな遊びを見つけていま

だいち組さんに色々とお手伝いをしてもらって過ごした

す。ペアのだいちさんの存在も嬉しいようです。ひとつ大

幼児クラス１年目を終え、さあ今度は“自分でやる”

きくなることへの期待と共にちょっぴり背伸びをして頑

ひかり組のスタートです。今年度は異年齢のグループで

張っているいぶきさん、体調にも留意しながら新しいクラ

過ごす時間も増え、グループで見せてくれる姿も楽しみ

スでの生活に少しずつ慣れていけるよう見守っていきた

です。自励心と自制心が育つ

いと思います。これから一年間、

4 歳児、色々な体験を通して‘

どうぞよろしくお願い致します。

考える’１年を過ごしたいと
思います。

～だいちのメッセージ～
『新しい生活の流れやルールを覚え、
いぶき組のお世話をする』

幼児からのおしらせ・おねがい

うた「せいくらべ」

・暖かくなってきたので薄手の服のご用意をお願
いよいよだいち組、今年度は異年齢グループの関わりを多

いします。服・靴下にも記名をよろしくお願い

く持つことでだいち組の活躍を期待しています。また、就

します。

学前の５歳児としての生活習慣自立と共に、お友達と話し

・ロッカー内に赤白帽子入れを作りました。ひか

合える力をつけていきたいです。

り・だいち組も順に作っていきますので、赤白

一人ひとり、そして集団としても

帽はロッカー内に片づけることになりました。

様々なことに‘挑戦する’
１年を過ごしたいと思います。

～お台所から～
☆ご入園・進級おめでとうございます☆
かえで保育園も今年は 4 歳のひかり組さんになりました。
新しくかえでに来るお友だちや、クラスが１つ上にあがってお兄ちゃんやお姉ちゃんになった
子どもたちの姿を見てとても嬉しく思います。
今年も、子ども達が元気いっぱい・おなかいっぱいになれるようなご飯やおやつを作っていきたいと思います！
新入園児さんにとっては、新しい環境の中で不安と緊張があると思いますが、
「はやく食べたい！」とごはんやおや
つの時間が待ち遠しくなるような食事を、子どもたちのおなかの中や心に届けたいと思います。
かえでゆうびんや玄関ホールに人気メニューやおすすめメニューを提示していますので、是非お家でも子ども達に
作ってあげてください☆

原

きりとり線
※このレシピは切り取って、お使いください。

☆4 月のおすすめメニュー☆
春雨サラダ
<材料>

春雨・黄パプリカ・赤パプリカ・きゅうり・もやし
（ドレッシング）※作りやすい分量

人気メニュー紹介

A【酢大さじ１と 1/2・しょうゆ大さじ 1/2・砂糖大さじ１・ごま油大さじ１】

<作り方>
1、野菜はすべて千切りにし、熱湯でゆがいて水にさらし水気を絞ります。
春雨もゆがいておきます。
2、ボールに A の調味料を合わせ、ごま油を少しずつ加えます。
※ごま油を入れる時に混ぜながら加えないと、調味料と油が分離してしまうので
必ず泡だて器などで混ぜながら加えてください。
3、野菜と春雨をドレッシングで和えて出来上がり！

○ハムや鶏ささみを蒸して裂いたものを入れてもおいしくできますよ☆
子どもたちや先生にも人気のメニューです。
是非、お試しください。

夕貴

・今年度のウエルネスは、毎週木曜日に行います。
向井先生より高橋先生に変わります。

・持ち物にはすべて記名をしてください。
名前が薄くなってしまったものがないかのご確
認もお願いします。

・保護者の入館は必ず保護者カードの提示をしてく
ださい。
・消費税増税のため、３歳以上児の諸費が
1,100 円になります。その他の諸経費も変わり
ます。月末の諸費袋に新しい金額を提示しますの
で、間違いのないようにご用意ください。

・今年度もホームページで園だより・献立表を掲載
しておりますので、ご確認いただきますようよろ
しくお願いいたします。

こんなことをしたよ♪
３月１４日お別れ遠足
つぼみ・いぶき組は川添公園
までいってきました
いつも幼児さんで行くお散歩
ならすぐに行けますが、
初めてのこの２クラスはとっ
ても遠くまでお出かけしたように感じました。
ひかり・だいち組はみんな
で初めて電車にのって『青
少年科学館』まで行きまし
た。とっても楽しくて珍し
いものに子どもたちも大喜
びでしたが、遠いお出かけ
で緊張もしたのか保育園に
帰ってくると「つかれたよ
お」と言っていましたが、
おやつを食べると元気いっ
ぱいに。恒例の行事になりそうです。

３月２２日に、卒園式を挙
行しました。
だいち組１３名が無事卒園
されました。
小学１年生がんばれ！！
いつでも先生たちは、応援
しています。

＊今月の予定
１日(火):入園式・進級式
４日(金):お花見(ひかり・だいち)
散歩で行くので持ち物はいりません。
１１日(金):かえで café１６：００～１７：００
ゆっくりとした時間を園で
お過ごしくださいね。
１５日(火):キッザニア(だいち)
お弁当はいりません。詳しくは、
お便りを配布します。
１６日(水):絵画指導
２１日(月):月例健診
２３日(水):音楽指導
巡回指導
２５日(金):誕生会
３０日(水):絵画指導

