
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

春になると待ちかねていたように次々とい

ろいろな花が咲き始めます。ウメに始まって、

モモ、タンポポ、スミレ、サクラなどの沢山の

花が咲き、目を楽しませてくれます。落葉樹た

ちも秋には葉を

枝をなびかせています。それでも時期が来れば

毎年芽吹き、花を咲かせます。秋に植えたチュ

ーリップの球根は

てきませんが、地中では根っこを伸ばし、春の

準備をしています。そして時期が来ると芽を出

し、葉を伸ばし、花が咲きます。これらの自然

の営みは日本の四季の素晴らしさを創り上げ

てきました。でも、今では品種改良や温室等の

設備が向上することにより、一年中バラが咲い

ていたり、スミレなども

咲いていたり、フラワーショップには美しい花

があふれています。それら花々はそ

活に潤いを与えて

然の中で見つける花々は質素で可憐に
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また、

力強さも感じたりします。

人間も昔は日が暮れると眠り、朝日と共に起

きる生活をしていたのですが、今では電気のお

蔭で一晩中昼間のような明るさを手に入れる

ことができました。そのことによって夜更かし

の人間が出てきて、朝は日の出と共に起きなく

ても済むような生活を

その中で現代は、「朝起きられない」「夜なかな

か寝付けない」という問題も生じてきています。

しかし、子どもたちの成長には睡眠量が大きく

関わって

ズムを身に付けさせて睡眠がたっぷり取れる

ようにしてあげてください。朝になったらカー

テンを開けて日の光を室内に入れて「寝覚め」

を促しましょう。寝る前はテレビやゲームなど

で脳を刺激しないで、静かな雰囲気の中で休め

るように環境を整えてあげてください。この生

活リズムが身に付くと、朝は

で朝食になり、夜は決まった時刻に眠くなりま

す。日中、体を適度に動かすことも大切です。

基本的な生活リズムが身に付けば、自然に体が

反応してくるものです。是非、自然を見習って、

早寝早起きして

きっと自然の中の植物のように、しっかり

に根を張り、きれいな花を咲かせてくれること

でしょう。

 

 

会長) 

」 

3 月 31 日号

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

力強さも感じたりします。

人間も昔は日が暮れると眠り、朝日と共に起

きる生活をしていたのですが、今では電気のお

蔭で一晩中昼間のような明るさを手に入れる

ことができました。そのことによって夜更かし

の人間が出てきて、朝は日の出と共に起きなく

ても済むような生活を

その中で現代は、「朝起きられない」「夜なかな

か寝付けない」という問題も生じてきています。

しかし、子どもたちの成長には睡眠量が大きく

関わってきます。小さいうちは、自然の生活リ

ズムを身に付けさせて睡眠がたっぷり取れる

ようにしてあげてください。朝になったらカー

テンを開けて日の光を室内に入れて「寝覚め」

を促しましょう。寝る前はテレビやゲームなど

で脳を刺激しないで、静かな雰囲気の中で休め

るように環境を整えてあげてください。この生

活リズムが身に付くと、朝は

で朝食になり、夜は決まった時刻に眠くなりま

す。日中、体を適度に動かすことも大切です。

基本的な生活リズムが身に付けば、自然に体が

反応してくるものです。是非、自然を見習って、

早寝早起きして

きっと自然の中の植物のように、しっかり

に根を張り、きれいな花を咲かせてくれること

でしょう。 

発行：社会福祉法人えどがわ

東京都江戸川区松島

発行責任者：田澤

2015

第
 

日号 

力強さも感じたりします。

人間も昔は日が暮れると眠り、朝日と共に起

きる生活をしていたのですが、今では電気のお

蔭で一晩中昼間のような明るさを手に入れる

ことができました。そのことによって夜更かし

の人間が出てきて、朝は日の出と共に起きなく

ても済むような生活を送る人が出てきました。

その中で現代は、「朝起きられない」「夜なかな

か寝付けない」という問題も生じてきています。

しかし、子どもたちの成長には睡眠量が大きく

きます。小さいうちは、自然の生活リ

ズムを身に付けさせて睡眠がたっぷり取れる

ようにしてあげてください。朝になったらカー

テンを開けて日の光を室内に入れて「寝覚め」

を促しましょう。寝る前はテレビやゲームなど

で脳を刺激しないで、静かな雰囲気の中で休め

るように環境を整えてあげてください。この生

活リズムが身に付くと、朝は

で朝食になり、夜は決まった時刻に眠くなりま

す。日中、体を適度に動かすことも大切です。

基本的な生活リズムが身に付けば、自然に体が

反応してくるものです。是非、自然を見習って、

早寝早起きして、朝食をしっかり摂りましょう。

きっと自然の中の植物のように、しっかり

に根を張り、きれいな花を咲かせてくれること

発行：社会福祉法人えどがわ

東京都江戸川区松島

発行責任者：田澤

2015 年 3

第 12 号 

力強さも感じたりします。 

人間も昔は日が暮れると眠り、朝日と共に起

きる生活をしていたのですが、今では電気のお

蔭で一晩中昼間のような明るさを手に入れる

ことができました。そのことによって夜更かし

の人間が出てきて、朝は日の出と共に起きなく

送る人が出てきました。

その中で現代は、「朝起きられない」「夜なかな

か寝付けない」という問題も生じてきています。

しかし、子どもたちの成長には睡眠量が大きく

きます。小さいうちは、自然の生活リ

ズムを身に付けさせて睡眠がたっぷり取れる

ようにしてあげてください。朝になったらカー

テンを開けて日の光を室内に入れて「寝覚め」

を促しましょう。寝る前はテレビやゲームなど

で脳を刺激しないで、静かな雰囲気の中で休め

るように環境を整えてあげてください。この生

活リズムが身に付くと、朝はお腹が空いた

で朝食になり、夜は決まった時刻に眠くなりま

す。日中、体を適度に動かすことも大切です。

基本的な生活リズムが身に付けば、自然に体が

反応してくるものです。是非、自然を見習って、

朝食をしっかり摂りましょう。

きっと自然の中の植物のように、しっかり

に根を張り、きれいな花を咲かせてくれること

発行：社会福祉法人えどがわ

東京都江戸川区松島 1-40-

発行責任者：田澤 茂 

3 月 31 日 

人間も昔は日が暮れると眠り、朝日と共に起

きる生活をしていたのですが、今では電気のお

蔭で一晩中昼間のような明るさを手に入れる

ことができました。そのことによって夜更かし

の人間が出てきて、朝は日の出と共に起きなく

送る人が出てきました。

その中で現代は、「朝起きられない」「夜なかな

か寝付けない」という問題も生じてきています。

しかし、子どもたちの成長には睡眠量が大きく

きます。小さいうちは、自然の生活リ

ズムを身に付けさせて睡眠がたっぷり取れる

ようにしてあげてください。朝になったらカー

テンを開けて日の光を室内に入れて「寝覚め」

を促しましょう。寝る前はテレビやゲームなど

で脳を刺激しないで、静かな雰囲気の中で休め

るように環境を整えてあげてください。この生

お腹が空いた状態

で朝食になり、夜は決まった時刻に眠くなりま

す。日中、体を適度に動かすことも大切です。

基本的な生活リズムが身に付けば、自然に体が

反応してくるものです。是非、自然を見習って、

朝食をしっかり摂りましょう。

きっと自然の中の植物のように、しっかり地中

に根を張り、きれいな花を咲かせてくれること

発行：社会福祉法人えどがわ 

-18 

 

人間も昔は日が暮れると眠り、朝日と共に起

きる生活をしていたのですが、今では電気のお

蔭で一晩中昼間のような明るさを手に入れる

ことができました。そのことによって夜更かし

の人間が出てきて、朝は日の出と共に起きなく

送る人が出てきました。

その中で現代は、「朝起きられない」「夜なかな

か寝付けない」という問題も生じてきています。

しかし、子どもたちの成長には睡眠量が大きく

きます。小さいうちは、自然の生活リ

ズムを身に付けさせて睡眠がたっぷり取れる

ようにしてあげてください。朝になったらカー

テンを開けて日の光を室内に入れて「寝覚め」

を促しましょう。寝る前はテレビやゲームなど

で脳を刺激しないで、静かな雰囲気の中で休め

るように環境を整えてあげてください。この生

状態

で朝食になり、夜は決まった時刻に眠くなりま

す。日中、体を適度に動かすことも大切です。

基本的な生活リズムが身に付けば、自然に体が

反応してくるものです。是非、自然を見習って、

朝食をしっかり摂りましょう。

地中

に根を張り、きれいな花を咲かせてくれること



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 月２３日

交流ドッジボール大会

は朝早くから参加園の

取り組み、

きるよう、

長を楽しみに一生懸命準備に取り組む

からは、熱い気持ちが伝わ

とがとても嬉しく誇らしく思えました。

続々と会場入り

ると、ドキドキ緊張している

ちと関われる

まざまな様子

の期待や意欲

しく思えました。

開会式が始まると

気持ちを切り替えた姿を

年長組だと感心させられました。

各コートで試合が始まると体育館のあちこ

ちで元気な声が

 

 

結果発表！

月２３日におひさま保育園

交流ドッジボール大会

は朝早くから参加園の

、子ども達が安心して楽しく参加で

、準備を進め

楽しみに一生懸命準備に取り組む

熱い気持ちが伝わ

がとても嬉しく誇らしく思えました。

続々と会場入りをする子ども達

ドキドキ緊張している

と関われることにワクワクした

様子が見られ

意欲を感じ取ることができ、

しく思えました。 

開会式が始まると子ども達の

気持ちを切り替えた姿を

年長組だと感心させられました。

各コートで試合が始まると体育館のあちこ

ちで元気な声が聞こえ、

ドッジボール大会を開催しました

結果発表！ 

おひさま

おひさま保育園

交流ドッジボール大会を開催しました。当日

は朝早くから参加園の担当職員と会場設置に

子ども達が安心して楽しく参加で

準備を進めました。子ども達の成

楽しみに一生懸命準備に取り組む

熱い気持ちが伝わり、共に

がとても嬉しく誇らしく思えました。

する子ども達

ドキドキ緊張している子、

ワクワクした

が見られ、ドッジボール大会へ

を感じ取ることができ、

子ども達の表情が変わり

気持ちを切り替えた姿を見て、さすが各園の

年長組だと感心させられました。

各コートで試合が始まると体育館のあちこ

聞こえ、楽しい雰囲気にな

ドッジボール大会を開催しました

優 勝

2 位 

3 位 

おひさま  

おひさま保育園 11 園参加の

ました。当日

と会場設置に

子ども達が安心して楽しく参加で

子ども達の成

楽しみに一生懸命準備に取り組む職員

り、共に働ける

がとても嬉しく誇らしく思えました。 

する子ども達の表情を見

、各園の友

ワクワクした子など、さ

ドッジボール大会へ

を感じ取ることができ、微笑ま

表情が変わり

、さすが各園の

年長組だと感心させられました。 

各コートで試合が始まると体育館のあちこ

楽しい雰囲気にな

ドッジボール大会を開催しました

勝  西篠崎おひさま保育園

  東小岩おひさま保育園

  清新おひさま保育園

  2015 年

2 

園参加の

ました。当日

と会場設置に

子ども達が安心して楽しく参加で

子ども達の成

職員達

働けるこ

を見

園の友だ

子など、さ

ドッジボール大会へ

微笑ま

表情が変わり、

、さすが各園の

各コートで試合が始まると体育館のあちこ

楽しい雰囲気になり

ました。ドッジボールである以上、勝ち負け

がついてしまいますが

負けても

合

も達は

ひとまわり

の

しょうか。

ジボール大会。

行事を皆で取り組む

職員も

ださいました保護者の皆様並びに関係者の皆

様、お忙しい中、ご協力ありがとうございま

した。

ドッジボール大会を開催しました

西篠崎おひさま保育園

東小岩おひさま保育園

清新おひさま保育園

3 月 31 日号

ました。ドッジボールである以上、勝ち負け

がついてしまいますが

負けても清々しい表情で、

合う様子も見られました。試合

も達は、どこか誇らしく

ひとまわり成長したように見えました。各園

の職員も私と同じように感じたのではないで

しょうか。 

おひさま交流運動会に続き

ジボール大会。

行事を皆で取り組む

職員も絆が強まった

最後になりましたが、応援に駆け

ださいました保護者の皆様並びに関係者の皆

様、お忙しい中、ご協力ありがとうございま

した。 

新堀おひさま保育園

ドッジボール大会を開催しました

西篠崎おひさま保育園 

東小岩おひさま保育園 

清新おひさま保育園 

日号 

ました。ドッジボールである以上、勝ち負け

がついてしまいますが、

清々しい表情で、

見られました。試合

どこか誇らしく

成長したように見えました。各園

も私と同じように感じたのではないで

 

交流運動会に続き

ジボール大会。法人として、

行事を皆で取り組むこと

絆が強まったよう

最後になりましたが、応援に駆け

ださいました保護者の皆様並びに関係者の皆

様、お忙しい中、ご協力ありがとうございま

新堀おひさま保育園

ドッジボール大会を開催しました

ました。ドッジボールである以上、勝ち負け

、子ども達は勝っても

清々しい表情で、互いに健闘を称え

見られました。試合終了後の子ど

どこか誇らしく、堂々としており

成長したように見えました。各園

も私と同じように感じたのではないで

交流運動会に続き、開催した

法人として、ひとつの大きな

ことにより、子ども達も

ように思いました。

最後になりましたが、応援に駆け

ださいました保護者の皆様並びに関係者の皆

様、お忙しい中、ご協力ありがとうございま

新堀おひさま保育園  

ドッジボール大会を開催しました 
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お知らせ

平成 28

ります。

一つひとつ丁寧に進めてまいりますので、よろしくお願いいたします
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区立の先生方からは「一人ひとりを大切

にする」「職員全員で子どもを見つめる」

「保護者の皆様と良い関係を築き

の中庭は、桜と銀杏の木がパラソルの

広がり、子ども達をいつも見守っている

ようです。隣りの公園にも

々が植えてあります。その公園に出入りす

る時の門は、今では貴重な鉄骨で、とても

おしゃれなデザインです。通称

平成

お知らせ 

28 年度は区立清新第二保育園

。運営の引継ぎにあたっては、これまで培った技術と経験に基づき、江戸川区と連携し、

一つひとつ丁寧に進めてまいりますので、よろしくお願いいたします

おひさま

49 年の深い歴史が
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よりバトンを受け取
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一つひとつ丁寧に進めてまいりますので、よろしくお願いいたします
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学ばせて頂き、
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人職員一同、新しいスタートへ向けこの環

「安全で楽しくのびの

運営をして
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子どもの心と体の健やかな成長のために、「きちんと食べること」の

大切さが再認識されており、今、さまざまな食育への取り組みがなされ

ています。

その中でも、家庭での食事は食育の原点です。楽しく、おいしく食べ

ながら子どもの「食」を大切にする心を育みましょう。

また、家での楽しい食育の
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「鮭の春巻き」

【材料】

○生鮭

○スライスチーズ

☆お好みで大葉をはさんでも、美味しいです。

 

【作り方】

①魚に塩・こしょうで下味をつける。

②魚を焼く。

③粗熱が取れたら、春巻きの皮にスライスチーズと

鮭を包む。

④油で、きつね色になるまで揚げる。

楽しく食べる

子どもの料理体験の良いところは・・？

★食材のなりたち、料理ができるまでを知ることができます

じかに、食材を見て、触って、作ってみて、五感（味覚・視覚・嗅覚・聴覚・触覚）で

味わうおいしさを発見できます。

★作ることの楽しさを知ることができます

自分で作った喜びが大きな満足と自信になり、次の成長のステップになります。いっしょに

おいしく食べましょう。料理を始める前に、「すること」、「してはいけないこと」をきちん

と説明し、事故のないよう必ず、見守りをしましょう

子どもの心と体の健やかな成長のために、「きちんと食べること」の

大切さが再認識されており、今、さまざまな食育への取り組みがなされ

ています。 

でも、家庭での食事は食育の原点です。楽しく、おいしく食べ

ながら子どもの「食」を大切にする心を育みましょう。

また、家での楽しい食育の

ゆとりのある時、

「鮭の春巻き」 

【材料】4 人分(大人

生鮭(できれば塩分控えめのもの

スライスチーズ

☆お好みで大葉をはさんでも、美味しいです。

【作り方】 

魚に塩・こしょうで下味をつける。

魚を焼く。(フライパンもしくはグリル

粗熱が取れたら、春巻きの皮にスライスチーズと

鮭を包む。 

油で、きつね色になるまで揚げる。

楽しく食べる

子どもの料理体験の良いところは・・？

食材のなりたち、料理ができるまでを知ることができます

じかに、食材を見て、触って、作ってみて、五感（味覚・視覚・嗅覚・聴覚・触覚）で

味わうおいしさを発見できます。

作ることの楽しさを知ることができます

自分で作った喜びが大きな満足と自信になり、次の成長のステップになります。いっしょに

おいしく食べましょう。料理を始める前に、「すること」、「してはいけないこと」をきちん

と説明し、事故のないよう必ず、見守りをしましょう

おひさま

子どもの心と体の健やかな成長のために、「きちんと食べること」の

大切さが再認識されており、今、さまざまな食育への取り組みがなされ

でも、家庭での食事は食育の原点です。楽しく、おいしく食べ

ながら子どもの「食」を大切にする心を育みましょう。

また、家での楽しい食育のひとつ

のある時、一緒に料理をしてみてはいかがでしょうか。

  

大人 2 人分・子ども２人分

できれば塩分控えめのもの

スライスチーズ：大人１枚

☆お好みで大葉をはさんでも、美味しいです。

魚に塩・こしょうで下味をつける。

フライパンもしくはグリル

粗熱が取れたら、春巻きの皮にスライスチーズと

油で、きつね色になるまで揚げる。

楽しく食べるこどもを育てる

子どもの料理体験の良いところは・・？

食材のなりたち、料理ができるまでを知ることができます

じかに、食材を見て、触って、作ってみて、五感（味覚・視覚・嗅覚・聴覚・触覚）で

味わうおいしさを発見できます。

作ることの楽しさを知ることができます

自分で作った喜びが大きな満足と自信になり、次の成長のステップになります。いっしょに

おいしく食べましょう。料理を始める前に、「すること」、「してはいけないこと」をきちん

と説明し、事故のないよう必ず、見守りをしましょう

おひさま  

子どもの心と体の健やかな成長のために、「きちんと食べること」の

大切さが再認識されており、今、さまざまな食育への取り組みがなされ

でも、家庭での食事は食育の原点です。楽しく、おいしく食べ

ながら子どもの「食」を大切にする心を育みましょう。

ひとつとして、子どもの料理体験がありま

に料理をしてみてはいかがでしょうか。

   

人分・子ども２人分

できれば塩分控えめのもの)：大人６０ｇ

大人１枚 子ども１

☆お好みで大葉をはさんでも、美味しいです。

魚に塩・こしょうで下味をつける。 

フライパンもしくはグリル

粗熱が取れたら、春巻きの皮にスライスチーズと

油で、きつね色になるまで揚げる。 

法人給食だより

こどもを育てる 

子どもの料理体験の良いところは・・？

食材のなりたち、料理ができるまでを知ることができます

じかに、食材を見て、触って、作ってみて、五感（味覚・視覚・嗅覚・聴覚・触覚）で

味わうおいしさを発見できます。 
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ちや労わる気持ち」「思いやる気持ち」や「感

謝の気持ち」などを胸に小学校へと巣立って

いきます。
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