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今年度新規採用職員の方々は、採用から３

か月が過ぎました。おひさま保育園での仕事

が充実し、張り切って頑張っていると同時に

様々な疑問点も出てくる頃だと思います。そ

こで、周りの人達とコミュニケーションをた

くさん取り、失敗し、悩み、反省し、それで

も子ども達の前では笑顔でいてほしい、子ど

もと共に皆さんの成長も楽しみにしていま

す。悩みを乗り越えて成長する、みんなが通

る道です。皆さんには、何か 1 つでも人よ

り勝るものを見つけて頑張っていただきた

いと思います。 

さて、この原稿を書いているのは、6 月初

旬、昨日梅雨に入りました。私には、得意と

しているもの、興味のあるものがあります。

それは、自然の中の動物、植物に関すること

です。 

私の保育園の園庭には、色々な虫が遊びに

来ています。トンボ、チョウ、ハチ、ダンゴ

ムシ、アリ等、今年は小さな池からヤゴが完 

全変態し、初めて羽化しました。チョウもア

ゲハチョウを含め 8 種類以上、鳥も 14 種

類以上、夕方には、アブラコウモリ等も出て

きます。これらは、園庭で観察できたものだ

けで、これからは、沢山のセミも見られるよ

うになると思います。雨の日にはカタツムリ

観察、メダカや金魚が卵を産み、孵化するの

が見られるかもしれません。 

虫だけではありません。園では、食育の一

環として、キュウリやナス、トマトなど、畑

やプランターで野菜を育てていますね。その

中で、キュウリの雄花、雌花の違い等、子ど

も達と図鑑を観ながら発見する楽しさを覚

えましょう。皆さんが住む、自然豊かな地域

では、よく考えれば、まだまだ出てくると思

います。皆さんは、この他にも観察できるも

のもあると思います。 

保育園では子ども達と一緒に過ごす中で、

散歩中に観る風景に少しだけでも観察する

力を子どもと身につけるように心がけてい

ます。子ども達と屋外遊びや散歩等に行くと

きに観る力、聞く力、考える力を養うことも

大事なことだと思います。それは、子どもの

ため、自分のためにもなると思います。 

虫が怖い、鳥が怖い（アレルギーは別です

が）少しずつでも克服しましょう。 
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今年で５回を迎えたおひさま交流運動会。当日は青空の下、子ども、大人を合わせて、約

1,000 人が集まり、開催しました。お忙しい中、応援に駆けつけていただきました関係者の

皆様、ありがとうございました。 

おひさま交流運動会を振り返り、印象に残ったことがあります。1 つめは、子ども達の笑

顔です。広い会場の中、子ども達が保育園の垣根を超え、交流を持ち、絆を深める姿に心が

奮えました。2 つめは、職員の姿です。職員が連携を図り、子ども達に身体を動かす楽しさ

を伝え、交流する機会を作る姿には、子ども達に対する温かさと優しさが伝わってきました。

3 つ目は、保護者の皆様が子ども達を見守る姿です。運動会が終了するまで温かな声援や拍

手を送り、ご理解とご協力を頂いたことが運動会の成功につながったと感じました。 

たくさんの思いが詰まったおひさま交流運動会で得た「一体感」を大切にしながら、子ど

も達の健やかな成長をこれからも温かく、そして、力強く見守っていきたいと思うことがで

きる素敵な行事でした。              小松川おひさま保育園 菊地 博隆 
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5 月 31 日タワーホール船堀にて、日頃より大変

お世話になっております法人役員の皆様、江戸川区

役所の皆様にお越しいただき、平成 29 年度社会福

祉法人えどがわ職員の集いを総勢387名が集まり

開催されました。 

今年度、10 年永年勤続表彰を受賞し、職員代表

挨拶をさせていただくことになり、開会時から緊張

している私の様子を見て、たくさんの方が声をかけ

てくださり、また、手品を披露していただいたこと

により、皆様に支えられていることを実感し、心強

く、社会福祉法人えどがわの職員でよかったと思い

ました。この 10 年の間、私自身、民営化引継ぎを

含め、3 園のおひさま保育園で勤務してきました。民営化の引継ぎでは悩み、戸惑うことも

ありましたが、保育について見直す良い機会にもなりました。また、異動したことで、今ま

でとは違う考え方を学び、仲間が増えていったことは、大きな財産になっています。 

今年度「～つなげよう～ みんなの笑顔・みんなの未来」というスローガンができました。

今回、職員の集いに参加して、たくさんの笑顔や職員のつながり、温かさを感じることがで

きました。その力を子ども達、保護者の皆様、地域の皆様の笑顔のために今後も努力してい

きたいと思います。                 松江おひさま保育園 田中 雅子 

 

 

 

 

5 月 31 日は、江戸川区スポーツチャレ

ンジデー。おひさま保育園でも 15 分以上

の運動を各園で行い、西小岩おひさま保育

園、松江おひさま保育園、松本おひさま保

育園、松島おひさま保育園の子ども達が江

戸川区総合体育館で開催されたオープニン

グセレモニーへ参加しました。 

オープニングセレモニーでは、緊張気味

でしたが、準備体操を行い、リラックスし

た子ども達は、4 面卓球バレーやフラフープなどで思いっきり身体を動かし、楽しい時間を

過ごしました。江戸川区では、320,000 人以上の参加があったそうです。日常の保育に身

体を動かすことを取り入れ、子ども達の丈夫な身体づくりを心がけていきます。 

 

職員のつどいを開催しました 

江戸川区スポーツチャレンジデーに参加しました 
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今年度４月、や

さしいピンク色の

風に背中を押され、

新堀おひさま保育

園の園長として異

動してまいりまし

た。当初、「園長先

生！」と子ども達

から声をかけられ、誰のことだろうと思い、

「はっと」気づき、慌てるという毎日を過

ごしました。新緑の５月が過ぎ、紫陽花の

花が咲く６月とあっという間の 3 か月を

保育園で過ごし、子ども達の名前も覚え、

子ども達からも事務所の扉の隙間から「園

長先生」とかわいらしい声をかけてくれる

日も多くなりました。また、保護者の皆様

から「慣れましたか？」と温かい言葉を掛

けていただき、日々、恵まれた環境の中で

仕事ができる喜びに感謝し、毎日を過ごし

ております。 

これから様々なことにぶつかると思い

ますが、楽しく明るく、何より第一に子ど

も達や保護者の皆様のことを考えていき

たいと思っております。 

保育園で過ごす子ども達のたくさんの

笑顔を大切に、そして感謝の気持ちを忘れ

ず、新堀おひさま保育園で職員一同一歩一

歩、皆様の力を借りながら頑張ってまいり

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

新堀おひさま保育園園長 向山 良子 

 

 

 

 

 

 

 

昨年度末の「進級

式」で男性園長から

園長をバトンタッ

チすることを子ど

も達に知らせまし

た。その後、３歳ク

ラスの男児が私の

顔をまじまじと見

ながら「川田先生は男になるの？」「えっ、

どうして？」「だって園長先生は男だよ」と。

こんな可愛いエピソードから私の園長生活

が始まりました。 

鹿骨おひさま保育園は民営化してから

10年目を迎え、三代目の園長となります。

今までの園長が築いてきた保育をさらに

磨きあげ、明るく元気で頑張り屋の職員達

と共に学び、時にはサポートしながら、き

らりと光る保育園にしていきたいと思い

ます。 

 私たちにエネルギーを与えてくれる子

ども達が、いつでも笑顔で元気に保育園生

活を過ごせるよう、一人ひとりを大切に保

育していくこと、そして可愛い子ども達の

ために、毎日働く保護者の応援者となり、

気軽に相談できる存在として皆様に信頼

し、安心していただけるよう努力していき

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

鹿骨おひさま保育園園長 川田 秀子 

 園長就任挨拶 

 園長就任挨拶 
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登園すると「おは

よう、あのね…」と

話し掛けて来てくれ

る子ども。眠そうな

目をこすりながら靴

を脱ぎ、玄関でひと

休みしている子ども。

保育園での一日の始

まりです。 

何気ない日常の中で、子ども達はたくさ

んの事を学びます。先日、子どもに落とし

た物を手渡すと「ありがとう」と自然に言

葉が返って来ました。嬉しいものですね。

一言でしたが、気持ちが温かくなりました。 

  

 

小松川おひさま保育園の園目標の 1 つ

に『自分に自信の持てる子』とあります。

身近な人との関わりの中、自分は愛されて

いる、大切にされている、と感じられるこ

とで、心の基盤が出来ます。保育園がお子

さんにとって、そして保護者の方にとって

居心地の良い場所となるように、温かい保

育を目指して行きたいと思います。 

人は人と関わる中で育ちます。たくさん

の人との出会いに感謝し、子ども達の成長

を見守らせていただきたいと思います。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

小松川おひさま保育園園長 長谷川やよい 

 

 

 

 

 

勤務する職員の日々の事務作業の軽減や

効率化を目指し、社会福祉法人えどがわでは、

保育園業務の ICT 導入を始めています。ICT

とは、皆さんご存知の通りインフォメーショ

ン・コミュニケーション・テクノロジーの略

語で日本では情報通信技術という意味です。

保育園では、子ども達の登園管理から始まり、

連絡帳、保育計画の立案、保育日誌や記録等、

発達や成長を支援するために欠かせない書

類がたくさんあります。この各種書類につい

て、専門業者に依頼し、ICT 化を進めています。各園に設置しているＴＶモニターを通して

操作研修を実施、実際に使用している帳票がシステム上どのように反映されるのか等、本稼

働に向けて、準備を行っています。 

今回のシステムを入れることで、職員の仕事環境を改善し、子ども達や保護者の皆様との

コミュニケーションを図る時間をこれまで以上に設け、安心、安全、信頼される保育園づく

りに邁進していきます。 

ICT・イメージアップ部会担当園長 髙橋 宏美 

 園長就任挨拶 

社会福祉法人えどがわのＩＣＴ 
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決 算 報 告 
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★夏を元気に健康に過ごそう！★ 

暑い夏がやってきました。この時期は食欲の低下、食事が偏り、食事の量が減ってしまう

ことがあります。夏に負けず元気に健康に乗り切るためには、毎日の食事が大切です。 

 

1．朝食は一日元気のスイッチを ON に。      

朝食をきちんと摂ることにより、その日を元気に過ごすための身体のスイッチが ON になります。

暑さで食欲のない時は、汁物等を、ご飯やパンを添えて食べましょう。少しでも食べる習慣が身に

付くと、自然と一日元気に過ごすことができるようになります。 

2．食欲を高める食材を上手に使って。      

酢、レモン汁等、さっぱりとした酸味、香草などのさわやかな香りは食欲を高めます。また、香辛

料やにんにくを調理に加えることも有効です。 

3．主食だけの献立に+αを。      

食欲の低下から、食べやすいそうめんなどで食事を済ませてしまうことがあります。そうめん等麺

類は炭水化物なので、たんぱく質を摂るためにお肉や魚、豆腐など、又、野菜もビタミン類が豊富

です、一緒に食べるようにしましょう。  

４．水分をしっかりこまめに。      

のどが渇いていなくても、1 時間に１～2 回、水分をこまめに摂ることを心がけましょう。冷たい

ジュース等は、食欲を低下させてしまうので注意しましょう。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

法人給食だより 

【材料】４人分 

 (大人２人・子ども２人) 

・乾ｽﾊﾟｹﾞﾃｨ：280ｇ 

・豚ひき肉：150ｇ 

・玉ねぎ：中 1 玉 

・にんじん：中 1/3 

・ｻﾗﾀﾞ油：大さじ 1/2 

・にんにく・生姜：少々 

・ﾏｯｼｭﾙｰﾑ：20g 

・大豆水煮:：80g 

・ﾄﾏﾄﾋﾟｭｰﾚ：大さじ 1 と 1/2 

・ｹﾁｬｯﾌﾟ：大さじ 4 

・ﾎｰﾙﾄﾏﾄ：45g 

・赤ﾜｲﾝ：小さじ 1 

・塩・こしょう:少々 

・ｺﾝｿﾒ：大さじ 1 

・ﾊﾞﾀｰ：小さじ 1 

・水：50cc 

 

 

 

 

 

 

【作り方】 

①:鍋にサラダ油を入れ、にんにく、生姜みじん切りにしたものを、  

香りがでるまで炒める。 

②:①に豚挽き肉を入れ、色が変わるまで炒め、玉ねぎ、にんじんを  

しんなりするまで炒めあわせる。最後にマッシュルームを入れる。 

③:②に水、コンソメ、ホールトマト、赤ワインを入れ 20 分程度煮る。 

④:③にみじん切りにした大豆、トマトピューレ、ケチャップを入れ、

水分がなくなるまで煮る。 

⑤:最後に塩、こしょうで味をつけ、バターを入れて溶かす。 

ミートソーススパゲティ 

http://3.bp.blogspot.com/-1Iqruxnowq4/UOFJ4THGG5I/AAAAAAAAKCk/V-Cw7Ehljz0/s1600/bunbougu_gabyou.png
http://3.bp.blogspot.com/-1Iqruxnowq4/UOFJ4THGG5I/AAAAAAAAKCk/V-Cw7Ehljz0/s1600/bunbougu_gabyou.png
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リレー随筆 

今年も青梅が店頭

に並ぶ季節。毎年楽

しみにしている我

が家の梅仕事！実

家の母や孫達と自

家製の梅干しや梅

酒・梅シロップ作りです。青梅を１個ずつ丁

寧に洗い、竹串でヘタを取り水気を取ります。

自分の顔を拭くように優しく拭いてね！と

私が言うと「わかった！そーっとやるね！」

小さな手に青梅を乗せて真剣な眼差しで梅

の匂いを嗅ぎながら、「桃みたいな匂いがす

る！」「毛が生えているよ！」孫達の会話を

聞いていると、子どもの観察力は凄いなぁと

感じます。 

保存ビンの中に氷砂糖と青梅を交互に入

れ、美味しくなぁれ♪と毎日揺すっています。 

 

保存ビンを眺めては「もう飲める？早く飲み

たいな」と言いながら楽しみにしています。 

 今の時代、ジュース類も選びきれないほど

売っていますが、梅の下準備から自分達で行

い、氷砂糖が溶けていく様子を日々見ながら

出来上がりを楽しみに待つ。この待つことが

とても良い経験だと思います。 

今度はかき氷にかけて食べたいな！期待が

膨らみ、会話を楽しみながら過ごす時間は何

とも言えない幸せな時間です。 

シロップは、冷水や炭酸で割って飲むのも

美味しいですが、私のお勧めは牛乳割りです。

え!?牛乳？と思うかもしれませんが、一度試

してみて下さい。梅は疲労回復・食中毒予

防・食欲増進・整腸効果・老化予防等、いい

こと尽くしです。「美味しい」と言ってくれ

る家族の笑顔が嬉しくて･･･今年も梅仕事に

夢中です。                

 

 

 

 

 

  

今年度 4 月に新規採用職

員として、「接遇マナー」

の研修に参加しました。 

内容は、社会人として挨

拶や身だしなみなどマナ

ーに関することや保護者の方々と信頼関係

を築くうえで大切なコミュニケーションに

ついて学びました。相槌やうなずき、話を遮

らない、相手の話を繰り返すことが相手の気

持ちに寄り添い、共感につながることや表情

は言葉以上に伝えることなど、考えることが

ありました。研修はグループワークだったの

で、講師の先生とメンバーと楽しく参加でき、

挨拶や身だしなみなど、次の日から実践でき

ることをたくさん学ぶことが出来ました。 

 今回の研修で、私自身、身についていない

ことがたくさんあることがわかり、それを自

分のものにしていくためには、研修だけの学

びにはせず、日々を振り返り実践していくこ

とが大切だと思っています。これから、社会

人として保育士として成長できるよう努力

していきたいです。 

 

 

 

研修に参加しました 

事務局移転から半年が過ぎ、一之江生活にも慣

れてきました。近くの土手から江戸川の花火が

見えるかと期待しています。 

今年は 8 月 5 日です！     編集委員 

 

平成 28 年度は第三者委員会が召集される苦

情はありませんでした。 

苦情申出について 

清新おひさま保育園 

森山 いずみ 

西葛西おひさま保育園 

園長 彦田 智佳子 
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