
★ 愛の泉保育園では毎週月又は火曜日（月３回）に礼拝があります。聖書のお話を聞き、賛美歌を歌い、お祈りをします。
また、おやつや食事の前に感謝のお祈りをささげます。
神と人とを心から愛する心、自然や動物を愛して大事に思う心、感謝する心、困難に打ち勝ち信じて待つこと、強く生きる心を育てます。

「あなたの父と母を敬え」

～エペソ人への手紙６章２節～

わらべ歌

賛美歌 ・おかあさんだいすき ・oh！おきなわ
・園歌 ・月桃 ・ことりたちは

・こいのぼり ・ことりの歌 ・お母さん
・おつかいありさん ・ぶんぶんぶん
・ありさんのおはなし ・つばめになって
・にじ ・みどりの風とあおい空

・すうじのうた ・ちんちきやまぐゎー

生活の歌

ちち はは うやま

1

子ども一人ひとりをあるがままに受け入れ、共に成長し、
生きる力を培うために、キリスト教の愛の精神をもとに、
いつでも花に囲まれた環境を活かし、子どもたちの豊かな
心と考える力、身体を育てることを願い、家庭や地域社会
と連携を図り、保護者の協力の下に保育します。

（保育方針）

・先月は保育の声はありませんでした。

※ 日頃の保育に関して、お気づきの点や、
ご意見がございましたら、 「意見箱」や

「おたより帳」等を利用して、お気軽にご連絡
下さい。よろしくお願いします。

保育目標 月 主 題 月 の ね ら い

０歳児 なにかな
★神さまに守られて安心して過ごす。
★好きな保育者のそばで、いろいろなものに手をのばす。
★戸外に出て心地よい風に吹かれたりきれいな花を見る。

１・２歳児 おもしろい
★さんびかに親しみ、心地よさを感じる。
★保育者に受けとめてもらい、少しずつ自分を表現する。
★新しい環境や生活リズムに慣れて、興味が広がる。

３歳児

心地よく

★日常の中で保育者や友だちとさんびかを歌い、お祈りし、神さまを身近に
感じる。
★自分の好きなことや遊びをしながら、周りの子どもや保育者を感じる。
★木々の葉、空の色、吹く風などに心を澄ませ、自然の中に生かされている
心地よさを感じる。

４・５歳児

★神さま・イエスさまが一緒にいてくださることを喜び、安心する。
★好きなことに心を寄せ、自分らしさをもって過ごす。
★春から夏への移り変わりの中、心身を開放し、喜んで過ごす。

✿地域活動・・・ 『自分たちに何か出来ること』を子どもたちと一緒に取り組みます(^^)
地域社会で小さなボランティア活動の為に、空き缶（アルミ缶）回収と１円募金活動を働きかけています。

★空き缶回収日： 毎週水曜日（7:30～10：00まで）
場所：保育園事務所前に回収箱を設置しています。（※アルミ缶のみ回収しています）

※「伊礼紙業」に登録しており、保護者や地域の方も直接アルミ缶を届けることが可能です。
水曜日以外は直接、伊礼紙業にアルミ缶を届けてくださると助かります。

★１円募金デー ： 毎週水曜日 場 所 ： 募金箱は、きりん組の棚に設置しています。
✿使用済切手回収活動・・・保護者の皆様から集まった使用済み切手を社協ボランティアセンターへ届けます。

※「切手回収ポスト」をきりん組ｶｳﾝﾀｰの上に置いていますので、済み切手がありましたらご協力ください。

✿アルミ缶回収活動・・・ ＊今月のアルミ缶換金は ４，１４８円でした。 皆様のご協力に感謝しています。



保健だより
愛の泉保育園 看護師：高志武紀子

2022年

4月の感染状況

・発熱・・・24人（登園後発熱し、保護者に連絡したケース）

・手足口病・・・ひよこ組（5人）、うさぎ組（4人）、

きりん組（１人）、ひまわり組（１人）

・胃腸炎・・・ひよこ組（3人） りす組（１人）

5月の予定

５/１９（木） 内科検診
９：３０分～ （りす組、ひよこ組、ぱんだ組）

１３：３０分～（うさぎ組、きりん組、ひまわり組）

※虫歯なし表彰式は11月に園児

のみ行う予定です。表彰されるよう、今から
歯の健康に取り組んでいきましょう。

靴は子どもの足にあわせてあげて下さい。
靴はサンダルではなく、足全体を覆う靴をお願い

します。大きすぎると脱げやすかったり、転んでけ
がをしたり、小さすぎると靴擦れをしたり、成長発
達の妨げになったりします。足の成長に合わせて
時々チェックして、その子にあった靴を選んであ
げて下さい。

手足口病の登園基準
先月より、手足口病が増えました。
潜伏期間：３～５日
（体から排出される期間：口から1週間～２週間、
便から３～５週間）

●3日間お休み（感染を防ぐため）
・口の発疹あり
・全身（手・足・尻など）に明らかに沢山ある。
・ご飯食べられない
・水疱がある
・かゆみ・痛みがある
・ぐずりがある

●４日目以降～受け入れ可能の基準
※ご飯が普段通り食べられる。水疱がかさぶた
になっている。
※登園願いの提出
●保育受け入れ可能
・口の発疹なし ・体の発疹が少し

２

食育だより
愛の泉保育園 栄養士 上地陽子

味覚を育てます 愛の泉ファイトスープ
ファイトケミカルスープを愛の泉風に子供達が
食べやすくアレンジしたものです。毎月１～２回
取り入れています。ファイトケミカルとは、植物
由来の成分。免疫力を上げ、体力をつけ、病気
に負けない元気な体を作ります。また、味付け
なしの無塩で野菜の甘味やうまみを感じて味覚
を育てます。材料はキャベツ・玉葱・人参・南瓜
を水でコトコト煮るだけです
味覚が敏感な幼少期に野菜
の甘味やうまみをおいしく
感じて豊かな食生活を過ご
していきたいですね！

５月の献立のポイント
・人参・とうもろこし・豆類・キャベツ・ごぼう・もずく等
春の食材を多く取り入れています。
・４月に引き続き、お食事の時間を子ども達が楽しく
過ごせる様に人気メニューや普段より食材を細かくカ
ット・軟らかく煮る・盛り付けなどにも配慮して食べや
すくなる様にしています。

新しい先生・お友達にも少しずつ慣れてきました！
ちゃんと座って先生のお話を聞いて楽しい給食時間
を過ごしていますよ！

４月の給食で人気だったメニューは沖縄そばやカレー
ライス、もずく丼はもちろん！意外だったのは
ブロッコリーソテー、たけのこ御飯、ジューシー、

愛の泉ファイトスープでした～

＊子供達がお友達と仲良く
園庭あそびをしたり、お絵
かきをしたり、楽しく園生活
を過ごせるように家庭で
生活リズムをしっかり整え
ましょう！
たくさん動く→お腹がすく
たくさん食べる→よく寝る！

満たされて、すっきりし、こころも体も元気になります。
お子さんの食事の事で聞きたい事があればいつでも

ご相談下さい。



３

日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

１ ２ ３
憲法記念日
（休園）

４
みどりの日
（休園）

５
こどもの日
(休園）

６ ７

８
母の日

９
礼拝(ノア組）

１０ １１
リトミック（ノア組）
※体育着登園
（１０：００～１１：００）

１２ １３ １４

１５ １６
幼児体育（ノア組）
※体育着持参
（１５：００～１６：３０）

１７
礼拝(ノア組）

１８ １９
内科健診
(０～２歳児：
９：３０開始）

（３～５歳児：
１３：３０開始）

２０
愛の泉
クリーン隊
(ノア組）

２１
・親子レクあそび
・保護者会総会
（９：４５～１１：００）
※９：３０当園に
現地集合・現地解散

午後：職員園内研修

２２ ２３
・ハレルヤ礼拝
(ぱんだ・ノア組）
・避難訓練(火災）

２４ ２５
リトミック（ノア組）
※体育着持参
（１５：３０～１６：３０）

２６
・お誕生会
※弁当持参

※尿・蟯虫検査
容器配布

２７
園内害虫駆除
１８：３０開始
※延長保育なし）

２８
害虫駆除片付け
※全園児弁当持参

２９ ３０
・幼児体育（ノア組）
※体育着持参
（１５：００～１６：３０）

３１ ６/１ ２
・歯科健診
（全クラス）
（１０時開始）

３ ４

１．内科健診について
５月１９日（木） 内科健診を予定しています。体調を整えてお休みしないようにお願いします。

内科健診の際、嘱託医の先生が予防接種の確認をしますので、その都度お便り帳に接種日を記入し、担任にもお伝えください。
予防接種を受けていないお子さんは早めに受けさせましょう。

２．親子レクあそび・保護者総会について ・・・当日は、現地集合、現地解散。午後は園内研修の為、家庭保育の協力をお願いします。
日時：５月２１日（土） 午前９時４５分～１１時 ＊集合時間：９時３０分（各クラスにて受入、親子でご参加ください。）
場所： 保護者会総会 ・・・愛の泉保育園 （１F保育室にて）

親子レク遊び・・・０～２歳児クラス 各保育室 ３～５歳児クラス 美東公園広場(※雨天時は各保育室）
服装：自由(動きやすい服装）、カラー帽子、靴 （※各自で水筒の準備、暑さ対策等お願いします。）
※参加対象：愛の泉保育園園児と保護者１名のみ

３．害虫駆除について
５月２７日（金）は、園内外の害虫駆除の為、延長保育はありません。
＊翌日５月２８日（土）は害虫駆除の片付けの為、全園児弁当持参になります。ご協力よろしくお願いいたします。

※尿・ギョウ虫検査の提出日です。
登園の際に忘れずに提出してください。
（業者回収のため９：１５までに提出）

６月の予定（行事予定・協力願い）

・ ６/１６（木）お誕生会＊弁当持参

・６/１８（土）職員園内研修（１３：００～）

＊弁当持参

★ 沖縄こどもの国への募金について
前年度に引き続きお別れ遠足(２月３日）で、沖縄こどもの国へ
「動物のエサ代」として今後も募金活動を継続していきたいと思います。
保護者の皆様のご協力よろしくお願いします。

４．ファミリーデープレゼント製作について
５月８日（日）母の日、６月１９日（日）父の日の感謝の気持ちをファミリーデーとし、５月２０日（金）にお子様から製作のプレゼントが
あります。お楽しみに❣


