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社会福祉法人悠晴 両国・なかよし保育園
平成 29 年 10 月 1 日発行
暑さ寒さも彼岸までと言われますように秋分の日が過ぎたら、すっかり秋の気配を感じるこの頃です。
子どもたちの活動も水遊びなどの夏の遊びから、身体を動かす運動遊びへと変化しています。
１0 月には運動会もあり、各年齢、発達に応じた遊びや戸外活動を取り入れています。草花の色づきや
高い空を感じながらの活動は心も身体も解放されて、子どもたちはとても活き活きとして帰って来ます。
どんぐりやススキのお土産を大事そうに見せてくれたり、外でのできごとや発見を一生懸命話してくれ
たりしています。
9 月は、保育園で感染症が流行し大変ご心配ご迷惑をおかけ致しました。まだ、終息宣言とは言え
ないのですが、お休みしていた子どもたちも回復し、元気に登園し始めております。
当保育園では、厚生労働省の「保育所保育指針」や「保育所感染症対策ガイドライン」に基づき、嘱
託医の先生と連携を取りながら、室内やトイレの消毒、玩具類の消毒、気温や湿度換気の管理を行った
り、子どもたちや職員にはうがい・手洗いを徹底させたりし、園全体で子どもたちの健康被害を最小限
に食い止める努力を行っております。園で発症が見られたお子さんは、保護者の方にご連絡を差し上げ、
個別に相談室や事務所で看護師が付いてお迎えをお待ちしています。とは言え、保育園は 0 歳児から 5
歳児の子どもたちが、長時間濃厚に接触しながら生活をしている場所です。感染症に罹っておりまして
も潜伏期間の時や、感染していても症状がでないことなどもありますので、空気や飛沫などからあっと
いう間に広がってしまう傾向にあります。園児に一人でも感染症の報告があった場合は、ポスター掲示
で皆様にお知らせしているところです。
私どもは、多くの友だちと育ち合えるという保育園ならではの良さも活かし、保護者の皆様の就労も
支えて参りたいと考えます。感染症の罹患は、どこにいても有りうることではありますが、当園と致し
ましては、お子さんの健康を第一に考えて保育を行いたいと思っております。小さいお子さんは免疫力
がなく、感染のリスクが高くありますことを保護者の皆様にご理解いただき、お子さんの健康を最優先
し無理せず、回復期やお休みの日はご家庭で休養や栄養を取り体力を回復できますよう、ご配慮いただ
ければと思います。これから、運動会に向けた取り組みが本格的に始まって参りますが、子どもたちの
体調を考慮して無理なく活動できるように援助していきたいと思います。保護者の皆様のご理解、ご協
力をお願い致します。

園長

10 月の予定
２日（月） 英語あそび

11 月の予定
1 日（水） 園外保育（0，1，2，3 歳児）

12 日（木） 食育集会

2 日（木） いもほり遠足(4，5 歳児)

16 日（月） 英語あそび

6 日（水） 英語あそび

18 日（水） 運動会全体リハーサル・避難訓練

9 日（木） 全園児歯科検診

28 日（土） 運動会（両国小学校にて）

10 日（金）

避難訓練

31 日（火） 誕生会

16 日（木）

全園児健康診断

※3，4，5 歳児は、毎週水曜

17 日（金）

食育集会

日体操指導があります。

20 日（月） 英語あそび
30 日（木） 誕生会
※3，4，5 歳は、毎週水曜日体操があります。

お知らせ
ひまわりぐみお泊り保育

秋の自然に触れよう！

9 月 8 日～9 日ひまわりぐみは、千葉県佐倉市の「草

当保育園は、大都会の中にあり、自然環境には恵まれて

笛の丘」にお泊り保育に出かけて来ました。

はいないのですが、機会を見つけて、自然の中で遊ぶこ

当日はお天気にも恵まれ、初めて会った「四つ木なか

とを意識して取り入れております。なかなか思い切り遊

よし保育園」のお友だちとグループを作り、オリエン

ぶ時間もないため、自然をたくさん感じられる秋に園外

テーリングや、キャンプファイヤー、花火などを楽し

保育を計画しました。いつも行っている公園で、もっと

んだりしました。初めて親御さんと離れてのお泊り

長い時間思い切り遊んだり、自然物とたくさん触れ合っ

で、夜は泣いてしまう子もいるかな？と心配をしてい

たりしてほしいと願っています。

ましたが、そんな心配をよそに皆、９時半くらいには

★11 月１日（水）0，1，2，3 歳児 園外保育

すやすや寝息を立てていました。お友だちと自然の中

近隣の公園に歩いて出かけます。９時頃出発予定とな

でのびのびと遊んだことや皆でお風呂に入ったこと、 り、遊んだあと保育園に帰り、お弁当箱に入った給食を
自分のことは自分で頑張ったことなどの多くの経験

食べます。

は、子どもたちを大きく成長させてくれたことと思い

★11 月２日（木）4，5 歳児 いもほり遠足

ます。

観光バスに乗って埼玉県川越市「荒畑農園」へ出かけま

保護者のみなさま、準備や子ど

す。さつまいも堀や、だいこん堀を「四つ木なかよし保

もたちへの励ましなどたくさんの

育園」のお友だちと一緒に体験します。

ご協力ありがとうございました。

お弁当や水筒のご準備をお願いします。
※詳しくは後日、担任よりお知らせがあります。

病児保育のご案内

保育園での水分補給について

体調を崩したリ感染症に罹り、回復期にあるお子さん

当保育園では、子どもたちの水分補給は全園児、給食室

が、すぐ大きな集団に入ると、身体が弱っているのに、 で沸騰し、常温に冷やした麦茶を消毒したコップで提供
また別のウィルスに感染してしまったり、他のお子さ

しております。散歩の際は、公園などで、水筒のお茶を

んへ感染させたりてしまったりなどの心配がありま

使い捨ての紙コップで飲んでおります。一日に５回から

す。墨田区には、下記の病後児保育があります。仕事

６回の水分補給を行っております。給食職員が朝、一番

がどうしても休めない時、大きな集団に入れるのはま

に給食室で作っていますが、沸騰し、冷やすまでには、

だ心配な時など、病後児保育室のご利用をお勧めしま

時間がかかってしまいます。最初に提供できるのは、午

す。

前９時１５分頃となっております。朝、早い時間に登園

・東京都立墨東病院

するお子さんは喉が渇いてしまうことがあるかと思い

「水辺の病児・病後児保育室さくら」
ＴＥＬ ０３－３６３３－７１５７
・社会福祉法人清心福祉会

ます。水道水は毎日、水質検査を行い給食にも利用して
おりますし、飲んでも問題はございませんが、万が一、
ご心配なご家庭は、水筒にお茶を入れてご持参していた

わらべみどり保育園 病後児保育室

だきますよう、お願い致します。

ＴＥＬ ０３－５６３８－１５５１

また、その際は職員に一言伝えください。

※パンフレットは園に用意がありますので、職員にお
声掛けください。

運動会への取り組み
10 月に入りますと公園などに出かけ、かけっこや遊

園のブログのご案内

戯などを行います。運動靴、動きやすい服で

園だよりや保育園の各行事については、当園のブログ

の登園にご協力をお願い致します。

でご紹介しております。
「社会福祉法人悠晴両国・なか

10 月 18 日（水）は両国小学校で運動会

よし保育園」で見ることができます。ご活用ください。 全体リハーサルを行う予定です。

各クラスより
ももぐみ（0 歳児）
・養護・・・気温や活動に応じて衣服を調整することで、快適に過ごせるようにする。
・教育・・・散歩などの戸外活動を通して、秋の自然に触れる。
9 月は気温の変化も大きく、夏の疲れからか体調を崩してしまう子も多かったのですが、お天気の良い日に
は、積極的に戸外に出て、秋のお花やトンボなどを見て、季節の移り変わりを会話や歌などで共感しながら、
散歩などを楽しむことができました。
最近は、歩行やハイハイなどで移動がスムーズにできるようになり、興味ある場所に行って目的のおもちゃ
を手にしたり、お友だちと追いかけっこしたりするなど活発な姿も見られるようになりました。また、大人の
模倣をすることが盛んになり、保育士のする手遊びや歌などに興味津々な子どもたち。保育
士のまねっこをして、合わせて歌ったり、身体を動かしたりする姿も見られとても成長を感じています。
10 月も子どもたちの体調の変化に留意しながらも、散歩や戸外あそびを通して
秋の自然に触れていきたいです。また、運動会では、日常行っている活動を無理
のない形で取り入れながら、親子で楽しく参加していただけるよう工夫したいと
思います。

お外気持ちいいね。

たんぽぽぐみ（1 歳児）
養護・・・簡単な身の回りことを自分でやってみようとする意欲を持てるよう援助する。
教育・・・保育者と一緒にかけっこやお遊戯を通して全身を使った遊びを楽しむ。
夏の暑さもおさまり、涼しく過ごしやすい日が増えた 9 月でした。散歩に出掛け、ボール投げや砂場あそ
び、かけっこ、探索活動などを通して秋の自然を感じたり、身体を動かしたりして楽しみました。保育室では、
マットや巧技台、フラフ―プなどの運動具を用いて登ったり、跳んだり、くぐったりという運動機能を高め
て

ていく活動を多く取り入れてきました。10 月も散

歩

歩に出掛けたり、運動会に向けての興味も膨らませ
たりしてお友だちと一緒に身体を動かす楽しさを
味わっていきたいと思います。

かけっこはやいよ。1 くみさん

ヨーイドン！走れるようになったよ。2 くみさん

ちゅーりっぷ（2 歳児）
養護・・・身の回りのことを自分でやろうとする気持ちを受け止めていく。
教育・・・戸外でかけっこやジャンプ等全身を使って遊ぶことを楽しむ。
散歩が大好きなちゅーりっぷぐみの子どもたちは、暑い日でも、元気にかけっこをしたり、遊具で遊んだり
しました。大きな滑り台にも挑戦し、初め怖がる子もいましたが、お友だちや保育士と一緒に滑ることで慣れ
てきて楽しさを味わえるようになりました。行き帰りは道に咲いている草花
を観察したり、横断歩道を渡る時は手を挙げて渡ったり色々なことを発見しな
がら歩きました。
製作では、はさみを使いました。はさみを開いて閉じることは難しかった
ようですが、皆真剣に取り組んでいました。
10 月も身体を動かす遊びを取り入れていきたいと思います。

ヨーイドンだけど青空も気になるな・・・

すみれぐみ（3 歳児）
養護・・・自分の思いを伝えたり表現したりしながら、友だちと関わって遊ぶ楽しさを味わえるようにする。
教育・・・様々な運動遊びに興味を持ち、身体を動かすことを楽しむ。
9 月は天候にも恵まれ戸外活動を多く取り入れることができました。駅近公園にも行くことができ、固定遊
具やかけっこをして遊んだり、落ち葉を集め秋の自然を感じたりと心地よい気候の中で遊ぶことができまし
た。4 月に比べ手を繋いで歩くことがスムーズになってきていて成長を感じていま
す。
10 月には運動会があります。友だちと一緒に身体を動かすことの喜びや楽しさ
を味わったり、同じ目標を持ち一体感や達成感を感じたりしながら運動会当日を楽
しみにできるよう活動に取り組んでいきたいと思います。

あおむしの観察をしています。

ゆりぐみ（4 歳児）
養護・・・見通しを持って活動に参加し、準備や片付けが自分で行えるように援助していく。
教育・・・運動会に向けて目標を持って取り組み、やり遂げた喜びや達成感を味わう。
少しずつ涼しくなり、過ごしやすい季節になってきました。先日はゆりぐみになって初めて浜町公園まで散
歩に行ってきました。少し長い道のりでしたが、友だちと会話を楽しみながら元気に行ってくることができ、
公園ではトンボを捕まえようとしたり、落ち葉を見つけたり、どんぐりや木の実を見つけて拾ったりし秋を感
じていた子どもたちです。図鑑を見たり、自然に触れたりすることが好きなゆりぐみ。長い距離を歩くことも
慣れてきたので、今後も時間を作り浜町公園や江島杉山神社などこれまで行けなかった所へも行く機会も増や
頂上だぞ！気持ちいい

していけたらと思います。
10 月は運動会に向けての活動が増えてきます。今も毎週ある体操指導へ積極的に参
加していて、
「技ができるようになりたい！」と真剣な表情を見せています。どの子
もどんどん上達しており、家族に見てもらえることを楽しみにしているようです。み
んなで励まし合いながら、自信を持って当日を迎えることができるよう援助していき
たいと思います。

ひまわりぐみ（5 歳児）
養護・・・気温や運動量に応じ、休息や水分補給、衣類の調節や汗の始末を行い、快適に過ごせるようにする
教育・・・戸外で身体を十分に動かし、友だちと一緒にルールを守って遊びや生活を進める楽しさを感じる。
友だちと共通の目的を持って活動へ参加し、努力・協力する中で、自分の力を発揮し、達成感・充
実感を味わう。
9 月は、年長児だけの行事がたくさんありました。お泊り保育は、17 名全員で参加することができました。
当日を迎えるまでには、しおりを読んで持ち物や約束事を確認したり、グループ活動を通して仲間意識を高め
たりしてきました。
「草笛の丘」では、四つ木なかよし保育園のお友だちもグループに加わり、オリエンテー
リングやキャンプファイヤーを一緒に楽しんできました。子どもたちは、友だちと協力することの大切さや
自分のことは自分で行い、ルールを守って行動することの大切さを学んできました。この 2 日間で成長した姿
を見せてくれた子どもたちです。「おじいちゃんおばあちゃんと遊ぼう会」ではたくさんのおじいちゃんおば
あちゃんにご参加いただき、ありがとうございました。けん玉製作やかるた、トランプ遊びでは子どもたちが
リードして遊びを楽しんでいましたが、あやとりや折り紙では、おじいちゃん・
おばあちゃんから優しく丁寧に教えてもらいいろいろな作品を作ることができ
ました。10 月は、戸外でのびのびと運動あそびを楽しみながら、頑張ってきた
こと、できるようになったことを運動会で披露できればと思います。
皆で見た花火きれいだったね。

