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「褒めて育てる」という言葉が以前から

流行っているようですが、この言葉に惑わ

されているような気がして仕方がありま

せん。 

褒めることはとても大事なことですが、

それをするあまり褒めることを一生懸命

探し、他のことを見逃してしまうことがあ

るのではないでしょうか。人は無垢で生ま

れてくるものです。食事のときなど年齢に

もよりますが無作法な食べ方、箸の持ち方

など些細なことでも人から注意を受けな

ければ身に付けることができません。生涯

間違いをしないで生きることができない

のも人の特徴で、間違ったこともします。

したがってそれをしっかりと正してくれ

る人、教えてくれる人が必要なのです。 

うわべだけを褒められるよりしっかり

叱られてこそ本当に心が通じ合うことが

できるものです。間違えたときにしっかり

叱られるからこそ、褒められることもまた 

 

 

 

 

 

 

 

 

本当に心に響いて喜びを感じるのではな

いでしょうか。 

褒められてばかりで育った人は叱られ

ることに慣れていません。叱られたという

事実そのものに衝撃を受け、叱られたこと

に感謝するどころか相手を恨むようにさ

えなります。 

「優しく厳しく」 

叱るときにはきちんと叱るのが本当の

保育士だと思います。ただ優しいだけでは

保育士として失格です。一人ひとりの成長

に合わせてルールをしっかり教え、良いこ

と悪いことの区別をきちんと教えること

が保育士の務めだと思います。 

たとえ法律で禁止されていなくてもや

ってはいけないことが世の中にはたくさ

んあります。これは暗黙の了解事項で「慣

習法」と言われます。 

 

 

 

 

社会福祉法人えどがわ 

副理事長  秋山 秀阿 
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平成 25 年 4 月 1 日、法人初の試みとなる辞令交付式を行いました。辞令交

付式には各園の園長、副園長、主任が出席し、理事長 田澤茂先生より新年度に

向け、法人組織の在り方と管理職、リーダーとし

ての心構え、責任を持った楽しい仕事の進め方

の訓示がありました。 

その後、理事長より一人ひとりに辞令を交付

していただいたことで、出席者全員が改めて身

の引き締まる思いで新年度を迎えることができ

ました。 

法人では次年度以降も辞令交付式を行ってい

きたいと考えております。  統括園長 松本 信人 

 

 

 

 

平成 25 年 6 月 5 日、タワーホール船堀にて

懇談会を開催しました。懇談会には法人役員を

はじめ、江戸川区役所の皆様、職員の総勢 271

名の出席となりました。当日は理事長挨拶や来

賓挨拶などを頂戴し、会の終盤に行われた小松

川おひさま保育園の職員による歌と踊りの余興

は大変盛り上がりました。 

日頃お世話になっている皆様や他のおひさま

保育園の職員と食事をしながら楽しい時を過ご

し、懇談を深めることができました。 

これからも初心と向上心を忘れず保育のプロ

意識を持ち、職員一同前進してまいります。 

振興対策担当園長 山﨑 陽 

 

 

 

社会福祉法人えどがわは皆様のご理解のもと、昨年 10 周年を迎えることができました。

10 周年を記念し、おひさま保育園園歌を広く公募したところ、5 通の応募がありました。

応募要項のとおり「おひさま保育園らしく可愛く元気なイメージ、そして子どもたちに親

しみやすくおひさま保育園のシンボルになる曲」ということを念頭に入れ、おひさま園長

会で選考し、当法人理事会にて最終決定させていただき、中郡利彦様の楽曲に決定いたし

ました。ご応募していただいた方々には厚くお礼申し上げます。楽譜、歌詞は次号にて発

表させていただきますのでご期待ください！  松江おひさま保育園園長 森 佐知子 

平成平成平成平成 25252525 年度年度年度年度    辞令交付式辞令交付式辞令交付式辞令交付式    

平成平成平成平成 25252525 年度年度年度年度    法人懇談会法人懇談会法人懇談会法人懇談会    

園歌園歌園歌園歌が決定しましたが決定しましたが決定しましたが決定しました    
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対  象 研修名 

全 体 

ｱﾚﾙｷﾞｰ(ｴﾋﾟﾍﾟﾝ)研修 

発達支援について学ぶ 

園長 上に立つ人に求められるﾏﾅｰ 

主任保育士 問題解決能力向上研修 

中堅保育士 職場のﾁｰﾑﾜｰｸ向上研修 

新任保育士 新任研修 

男性職員 男性保育士として 

民営化 

保育の基本 

保護者対応 

全 園 法人内交換実習 

 

 

 

急成長する法人の職員育成のために５年前

から法人内研修を行っています。平成 25 年度

は、それぞれが目標を持ち「自分の学びは子ど

も達に繋がる」をスローガンにそれぞれの職

域に応じた資質の向上を目的に実施していま

す。全職員を対象にアレルギー(エピペン)に

ついて、気になる子と共に育つ保育支援につ

いて。職層に対しては指導マナー、様々な問

題解決能力向上、職場のチームワーク向上に

ついて学び、特に新任保育士に対しては社会

人・福祉のプロとしての意識、男性保育士に

対して、保育中の子どもや保護者との関わり

や園での役割といった研修を行う予定です。

その他「死を招いた保育」を題材に保育の基

本を学ぶ研修や保護者対応を学ぶ機会を設け、

計画を立てています。 

法人研修では、職員一人ひとりの学びが子

ども達、保護者に繋がる事を願っています。  研修担当園長 藤ノ木 博子 

 

 

 

おひさま保育園全園で、さわやか体育の演目

として「パラバルーン」を行うことになり、各

園から選抜された職員は研修を行っておりま

す。おひさま保育園全園で参加するさわやか体

育祭をきっかけに保育園同士での交流を図る

ことができ、皆同じ目標を持ち、一緒に汗をか

く中で、横のつながりが生まれ、とても良い経

験をさせて頂いています。全園で参加させて頂

く、さわやか体育祭は子どもたちにとっても、職

員にとっても成長できるよい機会だと思ってお

ります。 

このような機会を作って頂き、職員一同感謝の

気持ちで一杯です。子どもたちと成功することを

目標にするのではなく、全園の気持ちをひとつに

することを目標に素晴らしいパラバルーンを披

露したいと思っております。   西篠崎おひさま保育園   仲 哲矢 

 

 

平成平成平成平成 25252525 年度法人研修について年度法人研修について年度法人研修について年度法人研修について    

平成平成平成平成 25252525 年度法人研修計画年度法人研修計画年度法人研修計画年度法人研修計画    

さわやか体育祭に向けてさわやか体育祭に向けてさわやか体育祭に向けてさわやか体育祭に向けて    
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平成 25 年 4 月 1 日付で統括園

長に就任いたしました松本信人で

す。当法人には平成 21 年 4 月に入

職し、東小松川おひさま保育園の副

園長を経て、平成 22 年 4 月より西

小岩おひさま保育園にて園長とし

て勤務しておりました。 

2 園で開園したおひさま保育園

も皆様方のご理解、ご協力のおかげ

で 15 園となり、職員数も約 480

名となりました。この 15 園を統括

し、おひさま保育園の子どもたちと 

保護者の皆様が毎日笑顔で、安心し

て保育園生活を送れるよう、そして

職員が活き活きと勤務できる環境

を整備することが統括園長の役目

だと考えております。各園の子ども

たちや保護者の皆様、職員と接し、

声を聴くことを大切にしながら法

人が発展するよう日々努力してい

く所存です。 

最後になりましたが江戸川区を

はじめ法人理事、監事、評議員の皆

様そして関係各所の皆様方、今後と

もご指導ご鞭撻の程、よろしくお願

い申し上げます。 

 

 

 

  

 

 

 

 

平成 25 年 4 月 1 日付で東小松

川おひさま保育園の園長に就任い

たしました山﨑陽です。平成 14 年

に社会福祉法人えどがわに入職し、

3 月までは同施設内の法人事務局

次長を務めておりました。事務から

園長へと変化が大きく、期待と不安

の日々でしたが、子ども達の笑顔や

保護者の皆様の理解と協力、そして

共に働いている職員のおかげで毎

日楽しく過ごしております。 

東小松川おひさま保育園は、周囲

を水と緑に囲まれて自然に恵まれ

た保育園です。子ども達が様々な経

験を通して、成長できるよう一人ひ

とりの個性を大切にし、前園長が取

り組んでいた方針を引き継ぎなが

ら、更に喜ばれる保育園になるよう

努めていきます。 

法人の基本理念である養護・教育

・家庭支援のもと、微力ながら精一

杯取り組んでまいります。 

どうぞよろしくお願い致します。 

 

社会福祉法人えどがわ 

統括園長 

松本 信人 

    

統括園長就任挨拶統括園長就任挨拶統括園長就任挨拶統括園長就任挨拶    

統括園長就任挨拶統括園長就任挨拶統括園長就任挨拶統括園長就任挨拶    
    

園長就任挨拶園長就任挨拶園長就任挨拶園長就任挨拶    

東小松川おひさま保育園 

園長 山﨑 陽 
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平成 14 年に法人に入職し、新堀

おひさま保育園に初めて配属、私の

保育士としての歩みが始まりまし

た。以前は私立幼稚園、学童保育職

員として、子ども達の笑顔の中で勤

務しておりました。法人間異動では

、葛西、東小松川と、保育現場で子

ども達や保護者との関わり、保育士

としてのやりがい、喜び、楽しさを

実感致しました。 

 

4 年前、西小岩おひさま保育園に

主任保育士として異動、今までと違

った立場で一層気持ちが引き締り、

保育、職員指導に臨んだ 3 年間を過

ごし、4 月より同園の園長となり、

立場、職責の違いを感じる日々です

が、たくさんの園児の笑顔に囲まれ

ながら、楽しく安心、安全に保育を

行い、保護者の皆様、地域の皆様、

法人関係者の皆様に信頼とご理解、

ご協力を更に得られるよう心を込

め温かい保育をすすめて参ります。  

どうぞ宜しくお願い申し上げます。 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

「給食」とは、子どもたちが生涯

にわたって健康な生活を送ること

ができるようにと目標が設定され

ています。 

飽食の時代といわれている近年、

子どもの食生活においては「朝食欠

食・偏った栄養摂取・肥満や食物ｱﾚ

ﾙｷﾞｰ」などが年々増えつつあり、生

活習慣病の低年齢化も問題になっ

てきています。特に幼児期は、食の

形成に重要な時期でもあります。 

 

給食を通して、どんな食材を使って

いるのか？どんな味がするのか？

素材を手に取り触れ知ることなど、

「食べること」への興味や子どもた

ち自身に体験してもらえるような

食育を目指したいと思っておりま

す。食べるだけではなく、様々な人

たちに支えられていることを伝え、

感謝の気持ちを持って「いただきま

す」「ごちそうさま」と言える子ど

もたちになってほしいと願ってお

ります。 

そのためにも、心と体が健康にな

るよう「おいしい給食」を通して、

子どもたちと関わっていければい

いと思っております。 

    

    

管理管理管理管理栄養士を採用しました栄養士を採用しました栄養士を採用しました栄養士を採用しました    

西小岩おひさま保育園 

園長 森 晴美 

園長就任挨拶園長就任挨拶園長就任挨拶園長就任挨拶    

社会福祉法人えどがわ 

管理栄養士 櫻井 宏美 
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「「「「お散歩大好き！お散歩大好き！お散歩大好き！お散歩大好き！」」」」        南南南南葛西おひさま保育園葛西おひさま保育園葛西おひさま保育園葛西おひさま保育園    

江戸川区の地図を広げたとき、最南

端にあるのが 4 月におひさま保育園

の仲間入りをした南葛西おひさま保

育園です。保育園周囲の環境は子ども

達と過ごすために整備されており、1

歳児でも安全に歩けるグリーンロー

ド、芝滑りも楽しめる土手、そして葛

西臨海公園などがあります。豊かな緑

野鳥や虫、キラキラ輝く海…。南葛西

地区には第二の園庭のような場所がたくさんあり

ます。これからは異年齢児でグループを作り、交流

を行いながら海コース、森コース、駅コースなど様

々なルートに分かれて歩き、大観覧車の下に集合！

そんな素敵なお散歩を存分に楽しんでいきたいと

思っています。  副園長  齋藤 久美 

 

 

「「「「清新町の保育園交流清新町の保育園交流清新町の保育園交流清新町の保育園交流」」」」        清新清新清新清新おひさま保育園おひさま保育園おひさま保育園おひさま保育園    

清新町には区立、私立合わせて保育

園が 4 園あり、年長児を中心に消防

署と連携した総合避難訓練、清掃局に

よる環境学習会、ポニーの乗馬体験な

ど交流を行っています。 

先日は４園によるゲームやリレー

大会を行い、子ども達は大喜び！！子

ども達からは「楽しかった」「また一

緒に遊びたい」という声も聞かれ、同

じ地域の保育園としての絆が深まりました。 

未来を担う子ども達を地域全体で見守り、育て、

成長の手助けをする、そんな暖かい雰囲気が清新町

には溢れています。区立、私立保育園が共に支え合

い、笑顔がたくさん溢れる保育を大事にしていきた

いです。   保育士  池田 淳子 

 

 

 

    

おひさまＴＯＰＩＣＳ 
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決算報告決算報告決算報告決算報告    
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リレーリレーリレーリレー随筆随筆随筆随筆    

 

私が保育園に園児として通っていた

50 年前のことです。誕生会のとき、保育

園の先生がトライアングルの三片を鳴ら

しました。1 片鳴らししか知らなかった

私は、なんて素敵な音！と思い、トライ

アングルを鳴らしてくれた保育園の先生

に憧れました。その体験、憧れがいつし

か保育園の先生になりたいと思うように

なりました。 

ご縁があり認可私立保育園で 25 年務

めさせていただき、その間に娘 2 人は江

戸川区の保育ママ、区立保育園、ファミ

リーサポートにお世話になりました。今

となっては周りの方々にサポートをして

いただき、子育てが出来たのだと実感し

ています。「人の子を預かって自分の子は

人に預けて・・・。」と言われたこともあ

りましたが、助けて下さった方々の顔を

思い出してパワーが漲ったことを思い出

します。 

今自分に出来ることは、自分にしてい

ただいた子育ての恩返しだと思っていま

す。これからも子ども達のために、保護

者の方にも安心し、心地よく

過ごせる場所、環境を作

って子育てを応援行きた

いと思っています。 

 

【材料】こども 5 人分                   

■豚ひき肉 150g■玉葱 1 個■人参 1/2 本■ﾊﾞﾀｰ 3ｇ■油 5ｇ 

■おろし生姜２ｇ 

■ 小 麦 粉 ５ ｇ ■ 水 75 ｇ ■ ﾚ ｰ ｽ ﾞ ﾝ 5 ｇ ■ ｸ ﾞ ﾘ ﾝ ﾋ ﾟ ｰ ｽ 少 々 ■ ﾀ ｰ ﾒ ﾘ ｯ ｸ 0.5 ｇ            

(Ａ)■無塩ﾄﾏﾄｼﾞｭｰｽ 75g■ｶﾚｰ粉 2ｇ■塩 2ｇ■ｳｽﾀｰｿｰｽ大さじ 1■砂糖 2g                  

【作り方】 

  ① 玉葱はみじん切りにしてﾊﾞﾀｰで炒める。米を研ぎﾀｰﾒﾘｯｸを入れて炊いておく。        

② 人参はﾄｯﾋﾟﾝｸﾞ用でいちょう切りにしたものを 5 枚、半月切りにしたものを 

５枚用意し、残りはみじん切りにする。ﾄｯﾋﾟﾝｸﾞ用の人参はやわらかく茹でる。 

③ 鍋に油をひき豚挽き肉とみじん切りにした人参を炒め、①を加える。                                    

④ 小麦粉を少しずつ加えながら炒め、水を入れ火が通るまで煮る。 

⑤ ④にＡを入れ、なじむまで煮る。 

⑥ ごはんをひよこの形に整え、ｶﾚｰのﾙｰを写真のように盛り付ける。   

                            

 

松本おひさま保育園 

園長 小笠原 晴子 

平成 25 年度が始まり 3 ヶ月が経ち

ました。子どもたち、職員も保育園の

生活に慣れ、日々新しい発見を繰り返

しながら成長し、楽しく保育園生活を

送っています。これからも子どもたち

や保護者の皆様、そして職員が輝いて

いられるような保育園を目標に運営し

てまいります。皆様方のご指導、よろ

しくお願いいたします。  編集委員 

ひよこドライカレー 

提供：株式会社 LEOC 

「社会福祉法」第八十二条の規定に

より、当法人では利用者からの苦情等

について適切に対応する体制を整えて

います。各園に苦情解決責任者、苦情

受付担当者及び第三者委員を設置し、

個人情報に関するものや苦情申込者が

拒否した場合を除き公表し、苦情など

解決に努めます。 

なお、平成 24 年度は公表する苦情

内容はありません。 

苦情申出について苦情申出について苦情申出について苦情申出について    


