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2019 年が始まりました。14 名のだいちを小学校へ送り出し、ほっとするのも束の間。
二日後には新年度が始まりました。今年はめばえ組 9 名ふたば組６名を迎え、穏やかに入園式を
進められました。これから始まるかえでの生活が一生の宝物になるよう職員一同、心を込めて保育・
教育を進めてまいります。ここで子育てをしてお子様の成長を皆で見守り、お父さん・お母さん、
そして職員も成長していける一年になりますように・・・
入園式終えてすぐに元号が「令和」となりました。願っていた「大地」にはなりませんでしたが、
、
、
言葉の意味でしっくりくるのが「秩序と調和」これから育っていく子どもたちの未来がすてきな
世界になるよう願いたいですね。
さて、新年度が始まり 1 週間が過ぎました。新入園児さんの慣らし保育は順調に進んでいます。
かえで保育園では慣らし保育を保護者の方と過ごす。なんだかいつまでかかるの？と思われるかもし
れませんが、お子様が保護者の手から離れていくタイミングを保育者と一緒にみながら時間をかけて
行っています。
そして「任せてください」「はい・おねがいします」の瞬間を大切にしバトンタッチをしていきます。
6 年後、だいちになって卒園の時期を迎えた時、私たちの手から保護者の方の手へお返しする。この
営みを繰り返し行いながら歴史を刻んでいきます。
さあ今年もお子様の可能性を一つも見逃すことなく保育園の生活で発揮していただきたいと考えて
います。
新だいちは「スカイツリー」に思いを向け今積み木で制作中。
ひかりのかめ物語はつながっています。いぶきは何に興味が出てくるのか？園庭のわんわんはずっと
友達のようです
つぼみはじっくりとおこなうパズルにはまったり一本下駄でお散歩も楽しんでいます。
ふたばはお庭のポンプでもう水遊び・・
子どもたちの不思議や、やってみたいことは全開です・
開園から子どもたちと作ってきたお庭の花壇もそれぞれに花や実をつけてきています。
この小さな庭ですが 83 名の子どもたちのストーリーを作っていきます。楽しみですね。

＜今年の予定＞
園庭の築山・花壇の修繕を行います。
かえでカフェ・ダンデイタイムはアンケートで今年のやりたいこと募集します。

＜変わります＞
・ウエルネスの担当者が古井先生から松岡先生に代わりました。笑顔の素敵な先生です。
・写真撮影の業者をリンクエイジからいぬづか写真室に変更します。たくさんの素敵な写真
に期待できそうです。購入の仕方は後日お知らせします。

にこにこメッセージ♪
3 月に出かけた夙川公園へのお別れ遠足のときは桜の芽は固く、今年の開花は遅いのかと
思いましたが、柔らかい日差しを受けうすピンク色の蕾が頭を出し始めると次々に花が咲き始
めました。
子どもの成長は早く、｢やってみたい・やってみる｣が、たくさんの経験の中から開花していき
ます。できないから大人がやってしまうことで成功の体験をするのではなく傍で大人が見守る
ことで「できること」もたくさんあります。保護者の方と手を取りあいながら、かえで保育園
の子ども一人ひとりを皆さまと一緒に見守り、共育てできればと思います。
今年度もどうぞよろしくお願いします。
主幹保育教諭 藤森 寿美
教諭 藤森寿美

～新しい先生の紹介～
３１年度、新しく仲間入りした先生です。どうぞよろしくお願いします。

はじめまして。4 月からひかり組の担任になります、松岡桃花です。
私は音楽が好きで、ピアノを弾くこと、歌うことも好きです。いろんな歌を歌う中で、子ども達が
音楽に親しみをもち、その楽しさを伝えていきたいです。
そして、子ども達と様々な経験をしていく中で、共に分かち合い私自身も一緒に成長していきたい
と思います。
笑顔を忘れず、一生懸命頑張ります。至らない点も多々あるかと思いますが、
よろしくお願いします。
松岡桃花

～幼児からのお知らせ・お願い～

・エプロンとマスクをロッカーの中に
入れて下さい。
・各持ち物に名前を書いてください。

～めばえ・ふたば・つぼみからのお知らせ・お願い～

・服、靴の記名の確認をお願いします。
・着替えのセットをゴムにまとめて
子どもが取りやすい場所に置いておいてくだ
さい。
（ふたば・つぼみ）

～めばえのメッセージ～
ねらい「保育園や先生に慣れる」
うた「チューリップ」わらべうた「にぎりぱっちり・ジージーバー」
9 名での生活がスタートします。初めての保育園で保護者の方も含めてどきどき、わくわく
されているかと思います。初めての先生、初めてのお庭、これから子どもたちにとっての初めてに
一緒に寄り添って行きたいと思います。一人ひとりの笑顔をたくさん引き出していけるよう、共に
様々な活動を楽しんでいきたいと思います。1 年間どうぞよろしくお願い致します。
高田 奈沙
初めてのめばえ組に子どもたちや保護者の方と同じくらいドキドキしています。どんな子ども
たちと一緒に過ごせるのかなと、とても楽しみにしていました。
これからお子さまの事もたくさん教えてくださいね。安心して過ごしていただけるよう頑張り
ますので１年間よろしくお願い致します。

立田 瑛怜菜

4 月から 9 人の子どもたちと一緒に過ごせるのがとてもたのしみです。
子どもたちと一人ひとりと安心して笑顔でたのしく過ごせるようにしていきたいと思います。
1 年間よろしくお願い致します。

植木 雅

～ふたばのメッセージ～
ねらい「好きなおもちゃを見つけ保育者と一緒にあそぼう」
うた「ちょうちょ」わらべうた「おちょうず」「ボウズ」
子どもたちと毎日楽しく元気いっぱいに過ごしていきたいと思っています。一人ひとりの好きな
事を見つけ、充実した毎日を過ごせるように関わっていきたいです。また、子どもたちの気持ちに
寄り添いいろんなことを一緒に経験していきたいです。一年間宜しくお願いします。
林 千紗
昨年度に続き、担任をさせて頂きます。
新しいお友達も増え、ますます賑やかで楽しい毎日が過ごせるよう、心を込めて 1 人 1 人と
関わっていきたいと思います。一年間よろしくお願い致します。
小板橋 円香

まだまだ身体は小さいめばえ・ふたばさんですが、全身で面白い！不思議！と感じながら過ごして
います。そのときの表情はみんなそれぞれで見ているこちらも癒され考えさせられます。何を思って
いるんだろう、何に面白さを感じているんだろう、と日々大きくなっていくみなさんの傍で一緒に
成長していきたいと思います。
谷角早紀

～つぼみのメッセージ～
ねらい「新しいお部屋に慣れる」「友達と遊ぶことを楽しむ」
うた「おはながわらった・チューリップ」わらべうた「おやゆびねむれ・とんとんとん」
2 階の新しいお部屋で遊ぶことに、わくわくしている子どもたちの姿が見られます。子どもたちと
元気いっぱい、毎日楽しく過ごしていきたいと思います。子どもたちと感じた不思議や気づき
やってみたいなと思うことを先生とおともだち、お友達同士で一緒に楽しんでいきたいです。
その中でひとりひとりの気持ちに寄り添うことも大切に 1 年過ごしていきたいと思います。
よろしくお願いします。

日笠 加菜

つぼみぐみの子どもたちと一緒に「たのしいこと」や「なんだろう？」をみつけいっぱい笑って
いっぱい遊んで行きたいと思います。よろしくお願いします。
星加 由美子
子どもたちの「やってみたい」という気持ちを大切にし一人ひとりと丁寧に関わっていきたいと
思っています。また、笑顔いっぱいのクラスにしていきたいと思います。
よろしくお願いします。

山本 あかね

はまグループ（西口 智子・松岡

桃花）

かぜグループ（林

奈津美・木下 明友美）

幼児クラスではいぶき・ひかり・だいち組で共に生活をします。頼られることを喜んだり、
いつも同じお兄さん、お姉さんにお世話をしてもらうことで安心して過ごしたり、異年齢での
関わりだからこそ生まれる関わりや思いを大切にしていきます。
また、
「わくわく」といって様々なあそびをコーナーごとに作り、自分たちが遊びたいものを
見つけるなど、子どもたちが自由に遊び、楽しむことが出来るよう考えていきます。
クッキングや散歩など、異年齢で楽しめることも、どんどん計画して、多くの友だちと関わり
ながら楽しめる 1 年にしたいです。

～いぶきのメッセージ～
ねらい「新しい部屋で、お兄さんお姉さんと一緒に楽しく過ごす」
うた「かえで保育園園歌」
「どんないろがすき」
新しい大きなお部屋で、楽しく過ごす子どもたち。困った時はお兄さん、お姉さんに教えて
もらったり、手伝ってもらったりすることを嬉しそうにしている姿も見られます。
これから園外もたくさん出かけたいと思っています。子どもたちの挑戦する姿を見守りながら、
共に楽しみたくさん笑って過ごしていきたいと思います。1 年間よろしくお願い致します。
西口 智子

～ひかりのメッセージ～
ねらい「ひかり組になったことを喜び、みんなで楽しく過ごす。
」
うた「園歌」
「はるがきた」「しあわせならてをたたこう」
ひとつ大きくなったひかり組 15 人での生活が始まります。だいち組さんにいろいろと
お手伝いをしてもらって過ごした幼児クラス 1 年目を終え、今度は“自分でやる”番です。
ひかり組では『考える』をテーマにして、生活していきます。様々な経験を通して自分で考える
1 年にしていきたいです。私もひかり組の子ども達と何事も一緒に取り組み、楽しいこと悔しい
こと、いろんな気持ちを共感し、担任も含めて、キラキラと輝くひかり組を目標に頑張ります。
保護者の方にもご協力して頂くこともあるかと思いますが、子ども達一人ひとりの個性が輝く
ことができるよう、私自身も楽しく元気に過ごせるような保育をしていきます。
1 年間よろしくお願い致します。
松岡 桃花

～だいちのメッセージ～
ねらい「安心できるような関係を担任とつくる」
「だいち組になった喜びを感じ、やってみたいことを計画する」
うた 「かえで保育園園歌」
「きみたち今日からともだちだ」
「かぜはともだち」
ついにだいち組の 1 年が始まりました。子どもたちと話してみるとずっと憧れていただいち組にな
ってやってみたいこと、楽しみにしていることがたくさん出てきて、子どもたちのワクワク
ドキドキしている気持ちが伝わってきました。大切な 1 年を一緒に過ごす事ができることを
とても嬉しく思いますし、この１年のなかで子どもたちの「知りたい」「やってみたい」気持ちを
大切にしながら、様々なことを経験できるよう一緒に計画していきたいです。
林 奈津美

新たにかえで保育園に仲間入りしためばえさんふたばさん、そして保護者の方々との
出会いにわくわくしているところです。
4 月から様々なクラスの子どもたちと関わらせてもらう中で、言葉にはならないような
ちいさくて繊細な気持ちの存在に改めて気付かされました。
保護者の方と、担任の先生と、友だちと…子どもたちが人との関わりの中で
感じている気持ちに気付き、そっと汲み取るような保育が出来ればと思います。
河本 彩奈

～お台所から～
～お台所から～
街並みの桜の花も少しずつ艶やかな色を見せ始め、心華やぐ季節になりました。
ご入園・ご進級おめでとうございます。新しくかえで保育園に来るお友達や、クラスが上がってまた
一つ大きくなったお兄ちゃん、お姉ちゃんになる子どもたちの姿を見ることをとても嬉しく思います。
３１年度も引き続き河田・中西の二人で美味しいごはんを作ります。今年も子どもたちが元気いっぱい
になれるようなごはんやおやつを作り、食べる事が大好きな子どもたちに育って欲しいと願っています。
今年度もどうぞ宜しくお願い致します。
＜かえで保育園のごはんについて＞
かえで保育園のごはんは、旬の野菜・果物・魚を出来る限り献立に取り入れ、安全な国産の食材を
使用しています。魚・肉類・牛乳・パンは当日の朝に納品、果物・野菜は当日の夕方に納品するなど
鮮度の高い物を使用するようにしています。又、化学調味料は使わず、出汁も毎日かつおと昆布の合わ
せ出汁を作り、スープにも使用しています。
おやつ時に出している牛乳は低温殺菌牛乳を使用しています。低温殺菌の為、日持ちがしませんが牛乳
本来の美味しさと栄養価が高いことが特徴です。
＜３１年度の取り組みについて＞
今年度も旬の食材を献立に多く取り入れ食から季節を知り、季節の旬の美味しさを感じることを大切に
考えていきたいと思います。そして一年を通して、日本の伝統文化や行事食を子どもたちに伝えて
いきたいと思います。
また、保育者と連携して各年齢に応じたクッキング活動、栽培活動など季節に合わせた様々な食体験を
通じて子どもたちが新しく発見したことを、お友達と一緒に共感して考えたり、学ぶことなど様々な力
を身につけ、心も体も豊かに育って欲しいと思います。
そして各地域の郷土野菜や郷土料理を取り入れ、その土地で生まれた食習慣や食文化等も伝えていきた
いと思います。
子どもたちと一緒に食事をすることで、当日の献立の食材や作り方など子どもたちからの声を大切にし
食事に関わる会話を通じて心の栄養も育んでいけるようにしていきたいと思います。
＜４月旬の食材＞
さわら、若ごぼう、新玉ねぎ、ふき、新じゃが、春キャベツ、スナップエンドウ、えんどう豆
きぬさや、たけのこ、いちご、デコポンなどを予定しています。
＜４月に予定してる食育＞
豆ごはんに使うえんどう豆の皮むきや、たけのこご飯に使うたけのこの皮むき、ふきのすじ取り
スナップエンドウ・きぬさやのすじとり、新玉ねぎ・新じゃがの皮むきなど、春の食材に触れて
様々な事を感じてほしいと思っています。又、幼児クラスでは当日の献立に使う野菜を、包丁で切る
体験も予定しています。

河田泰隆・中西瑞紀

・今年度より、保育料及び諸費は銀行からの引き落としと

＊10 連休は基本的には国の示す休日となります。ご理解

なります。引き落としの環境が整い次第お知らせいたしま
す。入金のご準備をお願いします。
・２０１９年度は１５名の新入園児さんをお迎えして

ください。休日保育の保育園のお知らせを掲示しています
ので参考にしてください。
＊今年も園外保育を多く計画し、しっかり歩くことを体験
していきます。歩きやすい靴・服装を準備してください。

園生活が始まります。皆さんがかえでで楽しい一年を
送れますよう保育していきます。
・玄関に職員紹介ボードを掲示していますのでご覧下さい。

＊持ち物に名前の記入をお願いします。
今一度確認をして下さい。靴下など同じものが多く
間違えることが増えています。
＊送り迎えの際、園周辺の無料駐車場には無断で
駐車しないようお願いします。
＊送迎の際は名札の着用を忘れないようお願いします。

こんなことしたよ♪

3 月 26 日にはつぼみ～だいちでお別れ遠足に
出かけました。つぼみ組は夙川公園・幼児は阪急夙川駅
近くの公園まで歩いて行きました。
暖かい日差しの中、おいしいお弁当を食べました。
お忙しい中お弁当の準備ありがとうございました。

3 月 29 日は｢ありがとうの会｣で保護の方のご厚意で
ハープとクラリネットの演奏会が行われました。
２ｍ程ある大きなハープに目を輝かせていた子どもたち。
演奏が始まると、きれいだね、この曲知ってる！と
ワクワクしていました。
だいちさんの数人と一緒に合奏もして下さいました。
子どもたちの大好きな｢かえでのふるさと｣｢パプリカ｣は
大きな声で歌いました。
すてきな演奏をありがとうございました。
またひとつ子どもたちにとってよい経験が増えました。

≪４月の予定≫
≪４月の予定≫
１日（月）入園式・進級式
２日（火）新入園児慣らし保育開始
１２日（金）絵画
１７日（水）避難訓練・消防設備点検
２２日（月）月例健診・巡廻指導
２３日（火）絵画
２６日（金）誕生日会
＊基本毎週木曜日は体操の日です。
つぼみ～だいち組は体操服の着用を
忘れないようお願いします。
＊１２日・２３日は絵画の日です。
幼児クラスは太田先生と絵画活動を
楽しみます。
≪５月の予定≫
２５日（土）保護者会・カバウマさんと遊ぼう
13：３０～１５：００フラダンス
２８日（火）幼児クラスバス遠足
＊３１年度の年間行事予定表を配布いたします。
詳細はかえでゆうびんで随時お知らせしますので
毎月確認をお願いします。
＊幼児（いぶき・ひかり・だいち）
＊乳児（めばえ・ふたば・つぼみ）
クラス名ではなくと乳児・幼児と
表記することがあります。

2019年度

かえで保育園

年間予定表

＊変更があった場合は早めにお知らせします

２０１９年４月３日発行

※かえでゆうびんは基本、毎月１日更新します。必ずお読み下さい。大切なお知らせを掲載しています。
月

日

曜日

4

1

月

こどもの行事

保護者の方に参加して頂く行事

お弁当日

保健

入園式
進級式

25

土

28

火

保護者会

＊会場の都合により各家庭１名のみの参加となります）

5
幼児バス遠足

6

幼児

同園会 ６月２９日～３０日（土・日）

12

金

＊卒園児対象

七夕まつり

7
中旬

プールびらき

8

夏季保育 10日～１７日

9

10

敬老週間

4

金

19

土
保育参加

８～９（金・土）

＊できるだけ家庭保育にご協力下さい

９月１８日～３０日頃（土日祝以外）の午後３～４時頃、希望する祖父母の方々を園にご招待します。

全園児
うんどう発表会
１０月２３日～１１月２０日（土日祝、１１月５日～８日以外）各家庭１名の保護者の方、保育参加にご参加下さい。

だいちお泊まり保育

*9日（土）全クラス家庭保育にご協力お願いします

11

12

15

金

14

土

下旬頃

全園児
せいちょう発表会
お楽しみ会
冬季休園 12月２９日～１月３日

1

4

土

8

水
中旬

全園児
おもちつき

＊身体測定（毎月）
＊内科健診
０・１歳児（毎月）
２歳児以上
・誕生月
・半年後
＊歯科（年２回）
・幼児、歯科医に
よる歯みがき指導
＊眼科（年２回）
・幼児、視力検査
＊耳鼻科（年２回）
・4，5歳児聴力検査
＊尿検査4，5歳児

＊自由参加です

ゆきあそび（ひかり・だいち）

3

月

8

土

節分
たのしいかえでの日
アートを中心に楽しむ会です。ご家族のみなさまでご参加下さい。

2
未定

入園説明会
酒蔵見学

下旬
3

ひかり・だいちぐみが参加します。希望する保護者の方もご参加いただけます。

火
中旬

3

ひなまつり
お別れ遠足

全園児

卒園式

14

土

28

土

新年度準備を行います。できるだけ家庭保育にご協力下さい。17時までの保育となります。（お弁当日）

31

火

新年度準備を行います。できるだけ家庭保育にご協力下さい。

＊ひかりぐみは式に参列します。めばえ～いぶきぐみは家庭保育にご協力お願いします

全園児

☆ １月１８日（土）西宮市保育園全体での研修会があります。13時までの保育となります。
☆ ダンディタイム・かえでカフェは定期的に開催します。POPなどでお知らせします。みなさまの参加をお待ちしています。

