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※新型コロナウイルス感染症おつ拡大
の動向により、掲載の行事の変更があ
るかもしれませんが、ご了承ください。

4月の行事予定

3日（月）
～
5日（水）
13時～

わかめ教室
どなたでも

15日（土） ひなどりクラブ
中止

18日（火） 誕生会
10時～
中止

5月の行事予定

15日（月）
～
17日（水）
13時～

わかめ教室
どなたでも

16日（火）
10時～

誕生会
中止

20日（土） ひなどりクラブ
中止

6月の行事予定

3日（土）
9時30分～

卒園児と遊ぶ会
令和4年度卒園児

5日（月）～
7日（水）
13時～

わかめ教室
どなたでも

13日（火）
10時～

誕生会
中止

17日（土） ひなどりクラブ
中止

親和保育園
乳児親和保育園

倉敷市水島南亀島町24-1
TEL:(086)444-3411
FAX:(086)444-3413

HP http://www.sinwa.ed.jp
E-mail egaonoho@sinwa.ed.jp

保育所地域開放事業 第373号

7月の行事予定

3日（月）
～
5日（水）
13時～

わかめ教室
どなたでも

11日（火）
10時～

誕生会
中止

15日（土）
17時半～

夕べのつどい
どなたでも

※ひなどりクラ
ブはお休みです
中止

クリスマス会の翌日の出来事です。

子ども「きのう、ふわふわ食べた」

保育士「ん？ふわふわ？」

子ども「サンタさんのプレゼント。白色の。」

保育士「もしかしてマシュマロの事？」

子ども「マシュマロ！！！」

クリスマス会でサンタさんからもらったお菓子の

マシュマロのことでした（笑）確かにマシュマロ

ってふわふわしていておいしいですよね！

平成元年に開始したわかめ会事業（地域開放事業）も35年目を迎えようとしています。時代背景により、
その時々に求められた必要な地域とのつながりを大切にしながら、地域の皆様の理解のもと、ともに歩み
を進めてこられましたことは、本当に感謝でございます。
令和の新時代、ご承知の通り、コロナ禍に巻き込まれ地球全体で艱難辛苦を味わってきたように思いま

す。地域の皆様に楽しみにしていただいた夕べの集いや、親睦バス旅行など諸々の行事も実施できなかっ
たことが残念です。また、何よりつらかったのが園児たちが楽しみにしていた通年通りの園での行事を体
験させてあげられなかったこと。本当に申し訳なかったと感じます。
しかし、昨年度末にコロナの恐怖からやっと解放される処置が政府からなされ、自由な行事運営ができ

そうな雰囲気を醸していることは、期待を込めて喜びたいと思っています。この約3年間、社会全体が制約
された中での生活を余儀なくされた苦しい時間だったと思いますがそんな中でも、次々現れる理解不能の
出来事に『？』と頭をひねることの多さに驚きを禁じ得ません。最も最近の事件として、例の国会議員
だった人物の言動です。既成の社会制約を一切認めず、自己主張の連続です。自分にとって都合のいいこ
とだけが正しいと主張しています。このような理解不能の人物の登場も、現在よく見られることだと思い
ますし、対応への苦慮は計り知れない困難を来たしています。こうしたことに対し、一人の人間として、
自身を見失うことのない毎日の生活を着実に歩み続けたいものです。
新しく期待されるこれからの時代を地域の皆様とともに、お支え頂きながら共に歩みたいと願っていま

す。本年度もどうぞよろしくお願いいたします。

【ご挨拶】 「困難な時代を乗り越えて」 社会福祉法人親栄会 理事長 新納雅司

お外でお弁当、おいしいね♪

保育園では年4回、2歳児以上のクラスは『お弁当の日』があります。『お弁当の日』は、子どもたちにとっ

て特別な日で、朝から「今日のお弁当、サンドイッチなんよ！」「何時になったら食べるん？」など楽しい会
話があちこちから聞こえ、園全体がとても賑やかです。
3月のお弁当の日は、春の訪れを感じさせるようなポカポカ陽気になりました。「今日はお外でお弁当食

べようかな？」との保育士の誘いに「行きたい！」「遠足みたい！」と大張り切りの子どもたち。それぞれの
クラスが思い思いの場所でお弁当を広げました。

季節を
味わう

＜材料＞4人分
・キャベツ（大きめの千切り） 300g
・きゅうり（輪切り） 1本
・にんじん（千切り） 1/4本
・しらす干し 30g
・レーズン 50g
・油 大さじ１と小さじ
・塩 小さじ1/3
・こしょう 少々
・砂糖 小さじ2と1/3
・酢 小さじ2

日々たくさんの子どもたちと接していると、

色々な成長が見られて嬉しく思うことがたくさ

んあります。同時に驚かされることや楽しいこ

ともいっぱい！そんな子どもたちとの関わりの

中で、くすっと笑える楽しいエピソードを紹介

したいと思います。

ある日、1歳児の男の子A君が、大好きなポケ

モンになり切って遊んでいて、保育士もA君の真

似をしてポケモンになってみました。すると、

そんな保育士をじっと見たA君が、くるっと背を

向け一言。

「こりゃぁ、たおせんわ！」・・・・・・！！

「なんで倒せんの？」と聞くとまたまた驚きの

発言が！

「だって、これは人間じゃもん」

なるほど…保育士のなり切り具合が足りなかっ

たということでしょう。

小さいと侮るなかれ。まさかのＡ君の言葉にび

っくりしたと同時に、冷静に答えるＡ君の姿に

思わず笑ってしまった楽しい出来事でした。

春キャベツのマリネ

待ちに待った春がやってきました！春には美味しい野菜がたくさんありますね。
その中でも身近な春キャベツを今回クローズアップ！

A

＜作り方＞
１．野菜を切り、茹でる（きゅうりは塩もみ）
※春キャベツは茹ですぎるとべちゃっとするので、
茹ですぎないように！

２．しらす干しとレーズンを茹でる
３．1と2の水気を絞る（きゅうりは洗い、塩気をとる）
４．Aの調味料を合わせ、3の野菜を和える

キャベツは出荷時期によって分類されていて、秋ごろに種をまき、
４～6月に収穫する春キャベツ、夏に種をまき、11～3月に食べごろ
を迎える冬キャベツとあります。早春から5月半ばにかけて一番お
いしい春キャベツ。巻き方も緩く、葉も柔らかいことが特徴です。

キャベツ豆知識

給食の時に食材に興味を持つ子どもたち。よく「

○○あった！」と嬉しそうに教えてくれます。そ

んなある日の事・・・。

スプーンで鶏肉をすくって「にんにく～」と教え

てくれる2歳児の子ども。「鶏肉だよ」と知らせ

ると「うん！にんにく！」と満面の笑みで応えて

くれます（笑）大好きな「にんにく」をよく食べ

ていました！

2歳児ゆり組

は、テラスで
『いただきま
す！』

テントの下は
いい気持ち！
いつも以上に
おいしく感じら
れます。

3歳児すみれ組は、園庭でピクニック気分。

「お花、きれいね」「お空が青いよ」と自然
を感じながらのお弁当は最高！

4歳児さくら組は、

保育園横の広場
で。広い場所で
のびのびと食べ
ました。

お腹いっぱいに
なると、気持ちよ
くて眠くなってき
ちゃった～。

tel:(086)444-3411


新年度が始まり、新たな気持ちで頑張る人が多い季節、春！
たくさんの親和保育園の卒園児たちも、小学校、中学校へと入学、進級してそれぞれの場所で勉強や部活に打ち込んだり、自分の夢に向かってチャレンジしたりしてい

る姿を見ると、とても嬉しく思います。
今回は、習い事を通して自分の夢を叶えようと努力しているしんわっこOBを見つけました！

しんわっこOB！あんなこと・こんなこと頑張っています！！

少林寺拳法で強くなりたい！！小学2年生 田中彪豊（あやと）さん

おじいちゃんの勧めで、倉敷連島スポーツ少年団に通い始
めました。まだ日が浅いですが楽しんで通っているという彪豊
さん。向上心いっぱいで、これからが楽しみです。

お父さんは『少林寺拳法を通して、礼儀正しく・人に優しく・強
い子になってほしい』という願いを込めて応援しながらいつも
送迎をされているそうです。

夢はダンスの先生！いつも練習を頑張っています。小学3年生 岡琴羽（ことは）さん

5歳の時から、D’ｚ mixダンススクールでダンスを習っています。得意

な踊りはガールズヒップホップ❤小さな頃から歌や踊りが大好きだった
そうで、家族でよく行くカラオケでは、いつもパパやママの歌に合わせ
て踊っていたとのこと。「練習はとても楽しい！！」と話しながら嬉しそう
にピョンピョンとステップを踏んでいる琴羽さん。ダンスが大好きなこと
が伝わってきます♪今は、年一回の発表会に向けて日々練習を積み
重ねているとのことです。

めざせ！夢は兄弟揃って空手で黒帯！小学4年生 坂本悠馬（ゆうま）さん＆き
く組 蒼太（そうた）さん

空手に憧れ、倉敷溓心会で指導を受けている兄の悠馬さんと弟の
蒼太さん。胴着を着用して構える姿は勇ましいですね。（右写真）

「型を覚えるのが楽しい。強くなりたい！黒帯になりたい！」と二人
揃って意欲満々。毎週日曜日のランニング、真冬の滝行もこなし、今
はまだ白帯だけど、早く上手になって黒帯になることを目指していま
す！様々な試合や審査があるそうで、その段階を踏んで昇進してい
く、今後の二人の活躍が楽しみです★

ピアノの発表会で両手で弾きたい！ 小学3年生 山田結士（ゆうと）さん
＆2年生 修平（しゅうへい）さん

保育園前の公民館から聞こえてくるピアノの音色♪
我が園のリトミック講師の星島先生のピアノ教室には
卒園児がたくさん通っています。その中に”山田くん兄
弟“を見つけました！二人とも「ピアノ、大好き。上手に
なりたい」と話し、とても練習熱心！！兄の結士さんは、
「発表会までに菅田将暉の虹という曲を両手で弾きた
い」、弟の修平さんは「こぎつね」の曲を弾きこなしたい
と目を輝かせていました。

Q この標語は、いつ作ったのですか？
A 小学校6年生の時、“朝の学習”の時間で
す。

Q このような言葉は、なぜ思いついたのです
か？

A 今までの自分や友達のことを考えていたら
浮かんできました。

Q 選ばれたことを知ったのはいつですか？
A 展覧会（水島公民館）の一週間前に担任の
先生が教えてくれました。

Q 選ばれた時の感想は？
A ちょっと恥ずかしかったけど、嬉しかっ
た！

★琉聖さんの素敵なメッセージ（標語）が、周
りのみんなに届くとよいですね。

中学１年生 原口琉聖 (りゅ
うせい)さん

この春、中学生になりま
した。

親和保育園で、一番大きな年長組になった27名、張り切っています！新きく組にインタビュー！

Q きく組になってどんな気持ちですか？ A ・すごく楽しみ～❤ ・わくわくしてる！

Q きく組に進級して頑張りたいことは何ですか？
A ・サッカー、硬筆、銭太鼓！（みんな口を揃えて言っていました）

・先生のお話をしっかりと聞く！（素晴らしい！拍手★）

・ご飯をよく噛んで食べる・嫌いなものも食べる（えらい！）
・お手伝いをする（頼もしいね）
・早く寝る、早く着替える（笑！）
・小さい友だちと遊んであげる（優しいね～）
・プールで顔付け（何事もチャレンジ！）

水島地区人権学習（令和4年度秋）：人権標語に選ばれました★

Q 楽しみにしていることは何ですか？
A ・サッカー、硬筆、銭太鼓！（やはりここでもこの答え！相当楽し

みにしているようです））

・運動会の鼓隊やタンバリン
・鳴子をしてみたい
・リカちゃん人形やブロック、動物のおもちゃなどで遊びた
い（きく組にしかないおもちゃがたくさんある）
・（保育の）部屋が2階になるのが楽しみ!!

サッカー、硬筆、銭太鼓&鳴子の道具

年長児になると、小学校就
学を控え、字を覚えるために
硬筆、友だちと力を合わせて
サッカー等、色々な習い事が
始まります。
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