
これからの取り組み 

５月末に理事会で審議・承認されました 

「地域貢献」として「一時保育」事業を開始

する準備に入りました。西宮市の承認を得

て、おそらく７月ごろから開始する予定で

す。 

予定ですが、 

利用時間   ８：３０～１７：３０ 

利用年齢   ６ヶ月～就学前 

利用人数   一日５名まで 

料金     別紙にて 

 

お近くに利用希望者がいらしゃいましたら 

お知らせください。 

認定がきまり次第別紙にてお知らせします。 

どうぞご利用ください。 

 

 

 

 

園長コーナー 

 

保護者会、たくさんの方々にお越しいただき 

ありがとうございました。 

前半は、保護者の方々の温かい眼差しの中ゆったりと 

子どもたちの日々の様子や保育内容をお伝えできました。 

後半は今年は、昨年度の希望でのクラス懇談会を行ってほしい 

とのご意見もあり、講演会はお休みにしてクラスで担任を 

交えて時間を過ごして頂きました。 

めばえ組は食事を中心に話が弾み、だいち組は母として、 

妻としての話まで広がりました。今回の懇談会では、園 

での様子と自宅での様子の違いが出されたり、お母様方 

の中からその子供に対しての接し方やアドバイスなどが 

出され、子育ての意見交換がさまざまな場面で聞くこと 

ができました。 

会の終了後のすぐにお答えいただいた感想では 

・スライドを見て保育の内容がわかった 

・読み聞かせはよかった。子どもにも時間を見つけてよんで 

あげようと思った 

・内容がよかった 

・講演会もしてほしい 

・また時間を作り参加したい 

等の実りのある会になりました。ありがとうございました。 

これをきっかけに次回も充実できる会になりますよう企画 

していきたいと思います。 

 

また、新たな取り組みの「お父さんの会」は是非実行していきたい 

と思っています。 

ちょっと参加してみようかな？と思われるお父さん！ 

企画からともに考えていただければうれしいです。 

７月ごろに会の参加のご案内をお渡しします。お楽しみに！！ 

 

 かえでカフェの開催 

                                                             

さて、今かえで保育園では、各クラスで枝豆、きゅうりも栽培が    ～日程～  ７月４日（金）         

始まりました。昨年、植えたぶどうも小さな赤ちゃんのぶどうが    ～時間～  １６：００～ 

芽を出しました。初年度に植えたびわの木も７０センチほどに     ～場所～  ランチルームにて 

育ってきました。                         ～内容～ 

南側フェンスにはあさがお・ひまわり・コスモスも植えました。       皆さんでいいもの？を作ります。 

たくさんの草花が育ってきています。                   お楽しみに！    

お兄ちゃんの水やりをまねて１歳児がじょうろに水を入れて 

運んでいる姿は本当にほほえましいです。 

２年目のだいちさんの女の子から、「お庭で、白つめ草の冠が 

つくりたい」という希望で蒔いた種もいろんなところに根つい          

て今年は冠やブレスレットを作って遊べています。 

 

四季折々の植物が育ち笑顔がいっぱいのお庭になってほしいですね。 

 

 

 

 

平成２６年６月１日 

社会福祉法人  清松学園 

か え で 保 育 園 

 か え で ゆ う び ん ６月号 



にこにこメッセージ♪                         

ことりはとってもうたがすき、（①かあさん・②とうさん）よぶのもうたでよぶ  ぴぴぴぴぴ ちちちちち ぴちくりぴ      

 

この歌がとても好きで、妊娠中よくお腹の中の娘に口ずさんでいた歌です。 

生れてきた後もこの歌を歌うとご機嫌になり、よく笑ってくれました。そんな娘も 18歳と 16 歳になりました。 

仕事をしながらの子育ては、笑いもありその何倍もしんどいこともありましたが、保育園の先生から「こんなこともで

きるようになったよ」「あんなこともできるようになったよ」と教えてもらえることが励みになり、頑張ることができまし

た。あのときの先生の一言に救われ、あのときの何気ない優しさに、「今日も終わって明日が来る」と思えました。 

主任として、子育て経験を活かして保護者の方々に元気になれるよう声をかけようと心掛けています。日中の些細なこと、

子どもたちのかわいいエピソードを担任とはまた違った目線で見つけお伝えしていきたいと思います。 

                                   主任保育士  藤森寿美 

 

 

 

 ～ウエルネスの担当が代わりました～ 

２５年度までの向井に代わり、今年度より体育指導を担当させていただきます、ウエルネスの高橋 陽平（たかはし よ

うへい）です。それでは、簡単に自己紹介をさせていただきます。幼い頃から体を動かすことが大好きで、毎日陽が暮れ

るまで遊ぶ日々でした。機械体操・水泳・陸上競技・柔道・サッカーなど様々なスポーツに携わってきました。様々なス

ポーツを通して、ライバルたちと競い合う楽しさや自分の限界以上のパフォーマンスが 

出来た時の喜びを今でも忘れません。そんな経験を是非子どもたちにも経験してもらい、 

心も体も強くなってもらえるよう、子どもたちひとり一人と向き合っていきますので、 

どうぞよろしくお願いいたします。 

ウエルネス 高橋 陽平 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～めばえのメッセージ～ 

『お気に入りのおもちゃを見つけて 

        いっぱいあそぼう！』 

わらべうた『いちり・つつきましょう 

       メン メン タマグラ』 

四月に比べたくさんの笑顔が見られるように

なっためばえさん。自分のお気に入りのおも

ちゃを見つけてはじっくりと遊び、天気が良

い日には園庭にでてお砂を触ったり、ゴザの

上でのんびり過ごしました。少しずつ保育園

に慣れてきてくれてうれしいです。 

林 奈津美 

 

 

 

 

 

 

 

 

～ふたばのメッセージ～ 

『お友だちや保育者との 

         関わりを楽しむ』 

わらべうた『いとまき・ジージーバー 

      だるまさん』 

たくさんお話をしてくれるようになったふた

ば組さん。思っている事を自分なりに喋った

り、気になったものに「これは？」と質問して

くれます。お友だちとの会話もあり、不思議な

言葉が出てきて、とても面白いです。いろんな

言葉が聞けるのが今から楽しみです。三谷梨緒 

 



～だいちのメッセージ～ 

『お友達と話合いをしよう』 

うた「ハッピーチルドレン」 

 私たちの生活にはたくさんのルールがあります。このルールを子ども達はどんな風に理解しているのかな？と思い、子ども達に「みん

なは、どんなルールを知ってる？」と聞いてみました。すると「赤信号は渡ったらダメ。車にひかれるから」「お家のルールで、マンショ

ンだから、うるさくしたら隣の人に迷惑だからダメ」「保育園のルールで、おもちゃは壊したらダメ。みんなが使うおもちゃだから」etc・・・

と、なかなかの返答にちょっと驚きました。ルールは、“自分やみんなが楽しく過ごすためにある”という事も解っている様でした。さぁ、

次は“実行”です。なかなか難しいところですが、これは、とても大切な事です。周りのルールにちゃんと気づける子は、自分の事にも

周りのお友達の事にも気づいて行動できるようになりますよ。私たち大人が見本にならないといけませんね。 

 さて、今月のねらい「お友達と話合いをしよう」は、自分の話をするのは大好きな子ども達ですが、相手の話を聞くのは・・・？

相手の話を聞いて、上手く折り合いをつけていく事をたくさん練習してほしいと思います。6 月に予定している松秀幼稚園さんと

の交流や、動物園へのおでかけの事で、話し合いの機会を作っていきます。                 水垣 順子 

 

 

～いぶきのメッセージ～ 

『生活の中にある順番やルールを知る』 

うた「にじ」 

 ５月からは身の回りのことを自分でする機会も増えました。着替

えの際に脱いだ服が裏返しになってしまうことがあるのですが、戻

し方を伝えて一緒に行うとくるんと返せていました。自分で出来た

ことが嬉しくて「できた！」と目を輝かせて教えてくれます。汗で

服が脱ぎにくかったりボタンを外せない子がいると、「手伝ってあ

げようか？」と同じクラスの中でもお世話をし合う姿は微笑ましい

です。GOSTOP や２人組の電車ごっこなどのゲームでは、“相手

の気持ちに気付き受け入れる”“自分の思いを言葉で伝える”難し

さを知りました。「自分もしたい、でもお友だちもしたい」心の中

で葛藤を繰り返したのちに我慢をして譲る姿が見られたりと、色ん

な想いを持って遊びの中で成長を見せてくれています。河本 彩奈 

 

     

～つぼみのメッセージ～ 

『友達とのやりとりを楽しみながら遊ぼう』 

うた 「かえるのうた・あめふりくまのこ」 

5 月にみんなで植えたきゅうりは、“つぼみさんの”という意識

があるのか、様子を毎日見に行き、「大きくなってね」と話しかけ

ながら水やりをしている姿が、とても可愛いです。つぼみ組にな

って初めてのお散歩では、後ろを歩いている子たちが少し遅れて

いると、「ちょっと待って～」「待ってるよ～」と可愛らしいやり

とりが聞こえてきていました。友達と一緒に遊んだりお話したり、

子ども達同士でのやりとりが楽しいようです。梅雨の季節になっ

てきますが、室内でもおもいきり体を動かして過ごしていきたい

と思います。                  田中 千尋 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～ひかりのメッセージ～ 

『ルールを守って生活する』 

うた「ハッピーチルドレン」 

 5 月にみんなで植えたひまわりの種からかわいい芽が

出ました。水やりをしていたひかりさんが芽が出ているの

を発見し周りのみんなで他にも出ていないか一緒に探し

ました。中には種の殻をつけている芽があって「まだ帽子

かぶってるね」といってその芽を眺めていました。元気に

芽が育つようにこれからも毎日当番を進めてきます。また

最近は折り紙が流行っていて本を見ながら紙と向き合っ

ています。保育者が横で一緒に折っていると難しい折り方

のときに「やって」と言っていたひかりさんが最近は保育

者の動きを見よう見まねで自分で折ろうとしています。少

しずつ「できない」ことを乗り越えて自分で「できる」に

かえていくひかりさんです。       谷角 早紀 

つぼみぐみのおしらせ・おねがい 

・汗をたくさんかく季節になってきました。お着替えを多

めにご用意いただきますようお願い致します。 

・赤白帽子は、園庭に出る時・体育あそび・お散歩の時な

どたくさん使用しています。週の終わりにはお持ち帰り

いただき、洗濯して持ってきて下さいますようお願い致

します。 

・6 月からお着替えの前にシャワーをしていきます。 

 体を拭く用のタオルを、朝のご用意の時に準備していた

だきますようお願い致します。 

 

 



～お台所から～ 

 
先日は、おにぎり弁当のご協力ありがとうございました。 

子どもたちは遠足の前日から、おにぎりの中に何を入れてもらうかという話題で盛り上がっていました。

「私はさけ入れてもらうねん！」「僕はタラコとツナのマヨネーズ！」その他に、から揚げやウインナー

など、とてもおいしそうなおにぎりの中身を教えてくれました。当日はお天気にも恵まれ、好きな具が

入ったおにぎりを口いっぱいにほおばっていたそうですね。 

 

いま、幼児クラスでは食事の前に“かぜグループ”“はまグループ”に分かれ、日替わりで食べ物や身体

について、５分程度のおはなしの時間を設けています。 

今、おはなしをしているのは“３色群”といって、食材をきいろ・あか・みどりの３色に分類し色ごと

の身体の中での働きについてお話をしています。 

○きいろ・・・エネルギーのもととなるもの(こめ、小麦、砂糖、油、いも類など) 

○あ か・・・血や骨・筋肉になるもの(肉類、魚、卵類、乳類、豆類など) 

○みどり・・・体の調子を整える(やさい、くだもの、海藻類、きのこ類など) 

子どもたちにはイメージしやすいように「きいろのグループは車でいう“ガソリン”と一緒だよ」や、

「みどりいろのグループのものを食べるとかぜをひきにくい身体にしてくれるよ」などと伝えています。 

このグループ分けは炭水化物・たんぱく質・ビタミン＋ミネラルといった人の身体にとって必要な栄養

素を表しているので、これを覚えておくと日ごろの献立やお弁当・外食など 

でもバランスのとれた食事の組み合わせが簡単にできるので是非、覚えておいてくださいね。 

今後は、食事マナーや食材の育つ(獲れる)場所・旬・行事食などのおはなしを予定しており、たくさん

の“たべもの博士”が誕生することを楽しみにしています。 

原 夕貴    
 

 

 

 

 

きりとり線 

                 

 

 

 

 

 

※このレシピは切り取って、お使いください。 

人気メニュー紹介 

豆サラダ  

《材 料》ミックスビーンズ缶・・・1 缶 ツナ缶・・・1缶 きゅうり・・・1 本 

     にんじん・・・1本 コーン缶・・・1 缶 ひじき(水に戻す前)・・・大さじ 2  

     A(しょう油・・・小さじ２ 砂糖・・・小さじ 2) マヨネーズ・・・大さじ 3 

《作り方》 

①ひじきを水にもどし、A で煮からめて粗熱をとっておく 

②にんじん、きゅうりは 1cm 角の角切りにきり、にんじんはゆがいて加熱する 

③ボールにミックスビーンズ・ツナ・きゅうり・にんじん・ひじき・コーンを入れマヨネーズで

和えて出来上がり☆ 

子どもたちにも人気で簡単にできるメニューですので是非、お試しください！ 



 

                  

 

 

 

・５月２６日～6月７日 

芦屋短期大学の実習生が入ります。 

 

・６月３日(火)は、めばえ・ふたば組は、『親子であ

そぼう』があります。お弁当のご用意をよろしくお

願い致します。 

つぼみはおにぎり、幼児もお弁当日になりますので、

保冷に気をつけていただき、ご用意お願い致します。 

  

・９日～１３日（９：００～１６：００） 

トライやるウィークで浜脇中学校の学生さんが３

名来られます。 

     

 
 

5 月２日は、『こどもの集い』を

行いました。 

本物の「ちまき」を見て子ども

たちも大喜びでした。 

おやつの「かしわもち」は、こ

いのぼりを見ながら食べました。 

めばえ・ふたば組のみんなも園庭の大きな 

こいのぼりを見てびっくりして、見上げて 

立ち止まる子もたくさんいました。 

この大きなこいのぼりは、お

台所のお手伝いに来て下さ

っているシルバーさんから

プレゼントしていただきま

した。 

 

 

５月２９日には、昨年度から

育て始めた玉ねぎの収穫を

行いました。1人１本、一生

懸命抜いて喜んでいました。  

そして、収穫した玉ねぎは抜

いてすぐに洗って水にさらして一口、そしてテラス

にホットプレートを出して上のねぎも一緒に焼い

ていただきました。玉ねぎのいい匂いが園内にもた

だよっていました。「から～い！でもあま～いね。」 

と感想でした。 

 

 

 

・まだの方は、雑巾の作成をご協力ください 

・これから雨が多くなります。駐車場を使用する場合

は譲り合って利用いただき、駐車時間は短くしてくだ

さい。 

・レインコート使用の際は、玄関のコートかけに干し

てください。 

 

 

 

＊今月の予定 
 

３日(火):親子であそぼう(めばえ・ふたば) 

    お弁当日(幼児・つぼみはおにぎり) 

 

４日(水):歯科健診 

     幼児:はみがき指導 

４日～５日:尿検査(つぼみ～だいち) 

４日～   :ぎょうちゅう検査（全園児） 

６日(金):だいち松秀幼稚園交流 

 

９日(月):絵画指導 

９日(月)～20日(金):保育参加(幼児) 

 

10日(火):眼科健診 

 

11日(水):９:４０～(浜戎公園) 

     だいち組地域交流 

 

12日(木):巡回指導 

聴力検査開始(ひかり・だいち) 

 

13日(金):王子動物園(だいち) 

 

16日(月):１０:００～(用海幼稚園) 

     だいち組地域交流 

 

17日(火):音楽指導 

       耳鼻科健診   

 

23日(月):月例健診 

 

24日(火):絵画指導 

 

25日(水):誕生会 

 

＊毎週木曜は体操です。体操服・紅白帽の着用を 

おねがいします。 

 


