
1. くさのめきのめが めをさまし

ぽっかりおかお だしました

(くりかえし）

うたいましょう いわいましょう

うれしい うれしい イースター

２. たまごのなかから ピヨピヨと

かわいいひよこ とびだせよ

（くりかえし）

３. おはかをやぶって イェスさまが

かがやくすがた みせたひよ

（くりかえし）

社会福祉法人愛泉園福祉会 愛泉保育園
http://www.sky.hi-ho.ne.jp/itservice/aisen/

２０２1年４月１日発行

お 知 ら せ

☆ 去った3月27日の卒園・修了式の家庭保育のご協力ありがとうございました。

☆ 4月より園長が照屋健に変わりました。よろしくお願いします。

☆ 新しい職員二名入りました。高江洲るみ先生、儀間晴菜先生です。

よろしくお願いします。

☆ 園に関するご意見、ご要望がありましたら主任保育士までお願いします。

ご意見箱も外の掲示板下、１階靴箱前に設置しています。ご活用下さい。

☆ ホームページも開設しています。「愛泉園福祉会」で検索するとご覧になれます。

☆ 延長保育は、月～土曜日に実施しています。ご利用される場合は事前にお知らせく

ださい。

☆ 園用の駐車場が公民館下に２台分ございます。送迎時は混雑が予想されますが譲り

合ってご利用下さい。路上駐車は近隣の迷惑、子どもの交通安全への配慮のため

ご遠慮ください。

☆ ことり組 屋良采奈さん、つばめ組 郡司千央さん、儀武丞くん、仲榮眞にこさん、

仁田野佳桜さんが３月３１日で退園し、それぞれ幼稚園、こども園にすすみました。

☆ ３月末で園長の妹尾正和と保育士の上地旬子が退職しました。

ようこそ あたらしいおともだち

０歳児クラス ひよこ組 １歳児クラス あひる組

◎ たなはら ゆあ さん

◎ なかおじ ななせ さん

◎ いは こうゆうくん

◎ おおかわ そういちろう くん

◎ しんざと そら くん

◎ とみやま よしのり くん

◎ ふなびき ともき さん

◎ みやぎ はな さん

◎ たかざと せな さん

くさのめきのめが 113

４月のさんびか

44月うまれの

おともだち

2021年4月から愛泉保育園の新園長に就任致しました照屋健(てるやけん)と言います。

かるく私の紹介をさせて頂きます。専門は教育・保育になりますが、大学院では哲学と

臨床心理学を中心に教育・保育の研究をしておりました。また、これまでは保育士、臨床

心理職や小学校教諭、大学講師など、今年の3月までは静岡県にある保育士養成校の副校

長をしておりました。

私の考えるキリスト教保育とは、なによりも神の愛に信頼し、「神様に委ねる」ことか

らはじまると考えています。子どもたちには本来、神様からの賜物として、生きる力、成

長する力、すなわち「生命」を与えられています。それは神様が人間を祝福して下さった

ことに始まります。よって人間は誰でも成長する力が備えられており、その力をもって幼

児期の子どもたちも育っていきます。

よって当園ではお家での育児の流れやこれまでの伝統を守りつつ、「遊び」や「園生

活」を中心として、園児たちが自主的に、将来社会生活において必要となっていく基本的

な協調性、主体性、秩序感覚、責任感、社会性などを身につけて行くことを補助し、一人

ひとりの想像力、創造力、自己表現力、決断力を養う保育をしていきたいと思っておりま

す。そうすることで子ども達が豊かな個性と、人格の土台が実っていくと考えているから

です。

理想論ばかりを書きましたが、なにより私自身、園長職は初めてです。保護者の皆様や

先生方と協力しながらより良い保育を日々目指しながら子ども達がドキドキしたり、ワク

ワクしたりと楽しめる園生活を創っていきたいと考えておりますので今後ともご指導ご鞭

４月の予定

1日（木） 入園・進級式

5日・19日（月） 礼 拝
15日(木)・30日(金) 和太鼓

14日・28日（水） 幼児体操

26日（月） 生活発表

28日（火） 誕生会

５月の予定
10日・17日・24日（月）礼 拝

6日・20日（木） 和太鼓

12日・26日（水） 幼児体育

18日（火） 誕生会

13日（木） 歯科健診

15日（土） 親子遠足

通常保育はありません

25日（火） 磯 遊 び



　

　

生活発表
月に一度、不定期にて実施しています。
(火事・地震)

２8日(月)

礼拝 １０日（月）　１7日（月） 礼拝 7日(月)　14日(月)

生活発表 ３1日(月) 誕生会 ２７日(木)

避難訓練

誕生会 29日(火)

和太鼓 幼児体操 9日(水)　21日(月)

・内科検診/3日(金)
・煙霧消毒/5日(土)
・慰霊の日/23日(水)　休日
　(愛泉保育園はこの日慰霊で休園に
　なります)

・近くに新しくはちまんむい公園ができました。
・避難場所を園内からはちまんむい公園に変更しました。

１２日(水)
２６日(水)

6日(木)
20日(木)

磯遊び 25日(火) 親子遠足 中止になりました

歯科健診 13日(木)

和太鼓 　 4日(金)　17日(木)　　

幼児体操

園長から

1ヶ月が過ぎ、子ども達も少しずつ泣くことが減ってきて、おままごと、コンビカー、

ボール遊びを楽しんでいます。

進級児の子たちは自分で洋服を脱ごうとしたり、自分でズボンを上げたりと、できるこ

とに挑戦している姿が見られてきました！

自分で挑戦しようとする姿も増えてきたので、もしかすると持ち物が

他の園児と間違う可能性も出てくると思いますので、持ち物に名前が

記入されているかどうか確認をお願いいたします。 （伊波 有梨香）

ことり組さんに進級し1ヶ月が経ちました。気に入ったおもちゃが欲しく

て時々けんかをしそうになる事もありますが、「かしてちょうだい」「まって

てね」「ハイ、どうぞ」「ありがとう」など言葉ややり取りをすることで友達関係を作り、

毎日を過ごしています。生活面では、カバンから荷物の準備を自分で出来るよう日々頑張っ

ています。時々名前が消えかけたり、記入がなかったりの持ち物があります。再度ご確認お

願いいたします。元気な子ども達と自分で出来ることを増やし、笑顔で過ごせるよう頑張っ

ていきますので一年間よろしくお願いします。 (仲村 育子)

進級して１ヶ月、穏やかな日差しの中、子どもたちとのびのび過ごす時間が

増えました。

つばめ組さんは新しい部屋になりましたが徐々に慣れてきて、今では

自分ではぶらしやタオル、連絡帳をそれぞれ決められた場所に出すなど、

朝の支度も自分でできるようになりました。

はと組さんはお兄ちゃん、お姉ちゃんらしくつばめ組さんと一緒に

遊んであげるなどやさしく寄り添う姿もあり、成長が感じられます。

これから晴れた日には外で沢山楽しい遊びをしてきたいと思います。

（儀間 晴菜）

社会福祉法人愛泉園福祉会 愛泉保育園 TEL : 098（867）5133
http://www.sky.hi-ho.ne.jp/itservice/aisen/

クラスのよう

＜今月の予定＞ ＜来月の予定＞

はとぐみ
つばめぐみ

ことりぐみ

※ 昨今八幡宮参拝客が増えており、隣接する当園

にも少なからず影響を受けております。そこで後

日、園庭と園舎の間に柵を設け、これまで以上に

園児にとって安全・安心な環境を作っていきたい

と思います。

ご理解頂きます様宜しくお願い致します。

また、柵設置後、状況を判断しながら送り迎え

時に車道から園庭内へ簡単に出入りできるよう、

入口を開放したいと思います。

なにかしらお気づきの点ございましたら教えて

頂きます様お願い致します。

あひるぐみ

ひかり ひかり

1. ひかり ひかり わたくしたちはひかりのこど

も ひかりのようにあかるいこども いつもあ

かるくうたいましよう

2. ひかり ひかり わたくしたちはひかりのこど

も ひかりのようにげんきなこども いつもげ

んきであそびましょう

3．ひかり ひかり わたくしたちはひかりのこども

ひかりのようにただしいこども いつもただし

くはげみましょう

5月のさんびか

0歳児クラス（ひよこぐみ） 1歳になります

たなはら ゆあちゃん

2歳児クラス（ことりぐみ） 3歳になります

つだ なつきちゃん

4歳児クラス（はとぐみ） 5歳になります

ながとも さくなちゃん

かきのはな みりちゃん

5月生まれのお友だち

入園して早くも１ヶ月がたちました。初めての環境で不安や戸惑いで

泣いていた子ども達も今ではだいぶ慣れ、保育者から離れて楽しく

遊ぶ姿も見られるようになりました。たくましい！！

これから梅雨の時期に入りますが、天候の良い日には戸外へ出て、

外気浴や自然を感じながら楽しみたいと思っています。

また、連休明けで今までの疲れが少し出てくる頃かもしれませんので、体調管理に注意し

ながら毎日楽しく元気に過ごしていきたいと思います。（稲谷 眞千子）

ひよこぐみ



　

　

内科健診 3日(木)
煙霧

消毒日
5日(土)

幼児体操
9日(水)

21日(月)
和太鼓

4日(金)
17日(木)

・慰霊の日/23日(水)　休日
　(沖縄県が制定している日で、当日は休園になります)

幼児体操

和太鼓

礼拝 7日（月）　１4日（月）

礼拝

避難訓練
月に一度、不定期にて実施しています。
(火事・地震)

生活発表

＜来月の予定＞

園長室から

・海の日/22日(木)
・スポーツの日/23日(金)
　※ 星野源さん、シーミーとお盆は沖縄
　　の新垣家に行くんだろうか…

 1日(木)　15日(木)　　

14日(水)　28日(水)

27日(火)

26日(月)

5日(月)　19日(月)

生活発表 28日(月) 誕生会 29日(木)

誕生会

＜今月の予定＞

暑い日が続いてきましたね。子ども達も大好きな園庭やお散歩を沢山楽しん

で汗もいっぱいかいています✨✨いつも以上に汗をかくのでカバンに洋服の枚

数を増やして準備下さいますようお願いします。

少しずつ子ども達も園生活に慣れ始め、生活の流れを少しずつ知っ

たり、お友達にも興味を示し始めたりしてきました。また、園から配布

される月刊誌の言葉を覚え、お友達や保育士の言葉をマネすることも増

えてきました。ご家庭でもお時間あるときにお子様と一緒に月刊誌を読んでみ

て言葉遊びしてみて下さいね。 （伊波 有梨香）

保育園近くに、はちまんむい公園が出来、先月、初めてお散歩に出かけ

しました。お散歩へ出かける前に、お友達と手を繋ぐ、車やオートバイが

来たら「トントン止まれピッピッピ！」で止まるなど、子ども達としっかりお約束できま

した。皆、お散歩にワクワクドキドキで出発。公園に到着すると、広場でボールを追いか

け沢山走り、泣いたり笑ったり楽しんできました。ご家庭でもお散歩に出かける時は園の

お約束を聞いてみて、練習してみて下さいね。これから季節も本格的な梅雨になるようで

す。園でも天気を見ながら、子ども達と楽しくお散歩を取り入れていきたいと思います。

(仲村 育子)

あっという間に春が過ぎ去り、天気の移り変わりが多い時期がやってきました。

子ども達は額に汗をかきながら元気に遊んでいます。そのため、シャワーに入る

事が多く、フェイスタオルを使いますので、ご準備頂きますようお願い致

します。また、公園へお散歩に行く機会も多くなります。熱中症予防の

ため、ひも付きの帽子と水筒を持たせて頂けるとお散歩にも行きやすく

なりますのでお手数ですがこれもご準備頂けると助かります。

天気も気まぐれな時期なので、子ども達の体調管理に気を配りながら

一日々々楽しく安全に安心して園生活を過ごせるようにしたいと思います。

（儀間 晴菜）

社会福祉法人愛泉園福祉会 愛泉保育園 TEL : 098（867）5133
http://www.sky.hi-ho.ne.jp/itservice/aisen/

クラスのようす

はとぐみ
つばめぐみ

ことりぐみ

※ 5/20日早めのお迎えありがとうございました。6/5も

よろしくお願い致します。

※ 5月に砂場のガジュマルを大きく伐採しました。理由はガジュ

マルの枝が伸びすぎて太陽光を遮断し、砂場の消毒ができず、不

衛生になっていたからです。でも切った枝葉がすぐ撤去できず、

しばらく砂場遊びが中止となってます。すみません。しかし、さ

すが子ども達は遊びの天才です。すぐに砂場においてある枝や

葉っぱに興味をもち遊ぼうと試みます。(危ないので先生方には遊

ばせないように言ってますが…）このような強い好奇心という力

をもっている子ども達はすごいと改めて感じさせられました。危

険な環境でも子ども達にとっては楽しい環境。こんな環境を大き

な怪我なくうまくいかせるような保育をしていきたいとつくづく

感じました。ちなみにあのガジュマルにキジムナーはいなかった

ようですww

あひるぐみ

むぎのたねまきます

１ むぎのたねまきます ぱらぱらぱら ひとつぶ

こぼれた みちのうえ みつけてとりがたべました

２ むぎのたねまきます ぱらぱらぱら ふたつぶ

こぼれた いしのちに やけつくねつでかれました

３ むぎのたねまきます ぱらぱらぱら みっつぶ

こぼれたやぶのなかいばらにまけてのびません

４ むぎのたねまきます ぱらぱらぱら よいちに

そだって ひゃくばいの りっぱなむぎになりました

6月のさんびか

2歳児クラス（ことりぐみ） 3歳になります

かかず にき ちゃん

ふなこし だいち ちゃん

3歳児クラス（ことりぐみ） 4歳になります

たまき けいと ちゃん

4歳児クラス（はとぐみ） 5歳になります

たから みお ちゃん

6月生まれのお友だち
子ども達の活動範囲も広がり、活発に動いて遊んでいる子ども達。

園庭では砂遊びや探索活動、お散歩先の公園では芝の上で日向

ぼっこや草いじりなど戸外で過ごす時間も増えてきました。

これから夏に向けて水遊びや感触遊びなど色々な経験をさせていきたいなぁ

と思っています。

今月から新しいお友達も一人増えます。「しまぶくろ あおしちゃん」です。

よろしくお願い致します。 （稲谷 眞千子）

ひよこぐみ

☆新しいお友達です☆

よろしくお願いします。

０歳児クラス(ひよこぐみ)

しまぶくろ あおし ちゃん



　

　

・海の日/22日(木)
・スポーツの日/23日(金)

　※ 今年はオリンピックがあるようなので
　　カレンダーの休日確認をお願いします。

・山の日/８日(日)
・振替休日/9日(月)

幼児体操
14日(水)
28日(水)

和太鼓
1日(木)

15日(木)

和太鼓  5日(木)　19日(木)　　

生活発表 26日(月) 誕生会 27日(火)

幼児体操 11日(水)　16日(月)　25日(水)

礼拝 5日（月）　１9日（月）

生活発表 30日(月)避難訓練
月に一度、不定期にて実施しています。
(火事・地震)

誕生会 31日(火)

園長室から

＜来月の予定＞＜今月の予定＞

礼拝 2日(月)　16日(月)

まだまだ不安定な天気が続いていますが、晴れている日には園庭やお散歩、雨が

降った日にはその様子を子ども達が窓から覗いてみたり「あめふりクマの子」を歌っ

たり等、雨の日も子ども達は楽しみに変えているようです。

あひるさんでは近くのはちまんむい公園に行くことも増えてきました。お友達や保

育士と手を繋いだり坂道や長い階段も自分たちの力で挑戦したり、上りきったあとは

頑張ったよ！と笑顔で拍手したりと喜びを共有しています。言葉も増えてきて虫を見

つけると「バッタ」「し！（むし）」と大喜びです！

二歳に近づき自分たちで挑戦したいという気持ちや自我が芽生え始めています。園

でも気持ちを受けとめていき喜びや楽しみを子ども達と一緒に共有して

いきたいと思います！ （伊波 有梨香）

園庭遊びの中のある日の出来事です。畑近くで虫探しをしていると

バッタを見つけ、我先に！と怖いけど捕まえたいと必死に挑戦している

姿がありました。すると園庭の中央にあるガジュマル近くで「青虫

見つけた❕❕」の大きな声に砂場で遊んでいた子ども達も集まり、皆でアオムシの

大きさにびっくり❕その後、お部屋へ行くと網戸にくっついているカタツムリを

見つけるなど子ども達のワクワクは毎日続いています。

日々の保育の中で、子ども達の発見や声に耳を傾けたり、共感したり、毎日

楽しく園生活を過ごしていきたいと思います。

(仲村 育子)

７月より3・4歳児担当になりました島田かおりです。

子ども達の笑顔がたくさん見られるよう、一人ひとりの個性を大事にし、

子ども達と一緒の視線で物事を見ていこうと思っていますのでよろしく

御願い致します。 （島田 かおり）

はと組は先月の磯遊びで糸満市にある北名城ビーチへ行きました❕❕

海中探索チームと無人島探検チームに分かれ、磯遊びを楽しみました。

それぞれで環境が異なるので色んな生き物や島の地形など発見が沢山あり

とてもワクワクした体験となりました。途中、大雨にもあいましたがそれも

自然。寒い寒いと言いながら園にもどっておいしいスイカも食べました。

（仲田 朝藤）

社会福祉法人愛泉園福祉会 愛泉保育園 TEL : 098（867）5133
http://www.sky.hi-ho.ne.jp/itservice/aisen/クラスのようす
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※ 6/5日研修時の登園自粛配慮ありがとうございました。

※ 6/5の研修ですが、どのように保育をすれば子ども達に受容

してもらった、共感してもらったと感じてもらえるだろうか

という大きなテーマの内容でした。この課題は愛泉保育園が

これまでも、これからも目指している保育の方向です。です

が、これがなかなか難しい。受容、共感してもらったという

相手ありきの保育で、一朝一夕には中々身につくものではあ

りません。でも、先生方は一生懸命考え、互いの意見を交流

し合い、子ども達のためにああすれば、こうすればと普段の

保育を振り返り、深めることができました。今後は研修で学

んだことを保育現場にて楽しく実践できればと考えておりま

す。また、何かしらお気づきの点ありましたらご指導ご鞭撻

下さいますようお願い致します。

※ 昨年度より新型コロナの影響でイベントができずにいます。

ですが、子ども達と先生方はいつも一緒にいるので、来月予

定しております「はと組ナガンヌ島お泊り保育」は実施した

いと考えております。ご理解下さいますようお願い致します。

あひるぐみ

にひきのさかなと

１ 二ひきのさかなと 五つのパンを

イェスさましゅくして わけました。

２ おとなもこどもも なかよくすわり、

みんなでいっぱい たべました。

３ さいごにのこった さかなとパンは、

十二のかごから あふれます。

４ せいしょのことばを しんじるひとに、

主イェスのちからが あふれまう。

7月のさんびか

雨にも暑さにも負けず、毎日元気いっぱいの子ども達。

晴れた日には園庭や近くの公園へ行くなど沢山身体を動かし、

遊んでいます。「お外に行く人～」と声をかけ、帽子を見せると身体を

揺らして喜ぶ姿もみられるようになっています。

今月からは水遊びも始まります。子どもたちの様子や反応をみながら

楽しく水遊びをしていく予定です。これからは暑さも増していきますが

引き続き熱中症や感染症の対策をしながら毎日元気よく過ごしていきたい

と思います。 （稲谷 眞千子）

ひよこぐみ

7月生まれのお友だち

0歳児クラス（ひよこぐみ） 1歳になります

なかおじ ななせ ちゃん

1歳児クラス（あひるぐみ） 2歳になります

つだ あさひ ちゃん

3歳児クラス（つばめぐみ） 4歳になります

おおしろ みなと ちゃん

ささやま りん ちゃん



　

　

＜今月の予定＞ ＜来月の予定＞

・山の日/8日(日)
・振替休日/9日(月)

幼児体操
11日(水)
16日(月)
25日(水)

和太鼓
5日(木)

19日(木)

礼拝 2日（月）　１6日（月） 礼拝 6日(月)　13日(月)

避難訓練
月に一度、不定期にて実施しています。
(火事・地震)

生活発表 27日(月)

8日(水)　22日(水)

園長室から

28日(火)

幼児体操

和太鼓 2日(木)　16日(木)　　

・敬老の日/20日(月)
・秋分の日/23日(木)

生活発表 30日(月) 誕生会 31日(火) 誕生会

先月は、活動の中に感触遊びを多く取り入れていき(寒天、もち粉、小麦粉)等

で遊んでみました。

初めての感触に戸惑う子や喜ぶ子がいるなど様々な反応が見られました。ま

た、ちょっと苦手な子には無理に参加させず違う遊び取り入れるなど一人ひと

りにあった遊びを取り入れました。

その中で冷たい感触、つぶれる感触、型を作って「ヘビだー」「ビッ❕

(ヘビ)」と友達や先生たちと会話を楽しんでいます。

8月からは毎週水曜日に水遊びを予定しております。綿パンツのご準備と

水着がある方は水着のご準備をお願い致します。 （伊波 有梨香）

幼児体操を毎回楽しみにしている子ども達。鉄棒、マット運動、

跳び箱、器械体操が大好きです。順番を待ちきれず、名前を呼ば

れる前にフライングして出てくる子もいます。はじめは鉄棒をつかまえるだけ、

で精一杯だった子ども達ですが、少しずつぶら下がる時間も長くなってきました。

又、マットでのトンネルくぐりでは、トンネルが大好きな子、中が怖くてちょっ

としり込みする子もいますが、保育者がそばについてサポートすると勇気を出し

頑張る姿が多くみられます。毎回体操着を着るとやる気１00倍になるようです。

※ 8月から水遊びを予定しています。水着の準備をお願いします。日程は

事前にお知らせする予定です。 (仲村 育子)

先日、園庭でペットボトルに絵の具を入れ、色水遊びをしました。

「うわぁ～色が変わった」「オレ青がいい」「私黄色～」とみんなで

好きな色のペットボトルをもらい大喜び。

初めはこぼしたり、容器に入れたりして楽しんでいましたが、

Aちゃんが「お店屋さんやりたい」と言うと「いいね～」「やろう」と

急遽お店屋さんごっこが始まり、とても盛り上がっていました。気づけ

ば私も子ども達と一緒に遊びをたのしんでいて・・・(笑)

子どもたちは遊びの天才だなぁと改めて感心させられました。

今月は水遊びを取り入れて子ども達と一緒に夏を満喫していきたいと思います。

（島田 かおり）

社会福祉法人愛泉園福祉会 愛泉保育園 TEL : 098（867）5133
http://www.sky.hi-ho.ne.jp/itservice/aisen/
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※ 7/24日(土)台風時の登園配慮ありがとうございました。

※ 今月実施予定だった「はと組ナガンヌ島お泊り保育」は残念なことに9月

以降に延期になりました。新型コロナ感染拡大のため、子ども達のイベントに

も影響し、那覇市からもイベント延期の指導も受けました。しかし、東京オリン

ピックは開催されました。なんだか納得できないもやもやとしたなにかが残る

中、やはりオリンピックで活躍している選手の姿を見ると、なにかしら自分も頑

張れるのではないかという思いになったり、一度はオリンピックに出場してみ

たかったという思いがあったりと複雑な心境が交錯します。頑張ろう‼ 世界中

のみんなっ‼‼

※ 雑談ですが私は「生きることに命をかける」という言葉が好きです。子ども

達を見ていると今を一生懸命生きながら、先生方に自分の感情や伝えたい思

いをぶつけてきます。その瞬間、あぁみんな生きているという実感がわいてき

てそんな時間もまた好きになります。なぜそんなことを言うかというと、前職場

の歯科衛生士を目指している学生が私の心理学(倫理学？？)の授業で「生

きることに飽きたから早く人生終わりたい」との言葉が出て衝撃的だったから

です。瞬間的に出た言葉かもしれませんが、そのとき私はもったいない、保育

を目指せば毎日生きてる実感がわくのになとちょっと思いました。あと、私の

授業が下手だったんだろうなと反省しました。雑談でした。

あひるぐみ

どんどこどんどこ
１ どんどこどんどこ あるいていけば どんどこどんどこ

ともだちできて どんどこどんどこ ふたりになって きみも

わらって ぼくもわらって かみさまのこどもになって

どんどこどんどこ あるいていけーばー

2 どんどこどんどこ あるいていけば どんどこどんどこ

ともだちできて どんどこどんどこ よにんになって きみも

うたって ぼくもうたって かみさまのこどもになって

どんどこどんどこ あるいていけーばー

３ どんどこどんどこ あるいていけば どんどこどんどこ

ともだちできて どんどこどんどこ はちにんになって

みんななかよく かたをくんで かみさまのこどもになって

どんどこどんどこ あるいていけーばー

8月のさんびか

暑い夏がやってきました。先月は初めての水あそびを体験❕

泣く子もいるかと思いましたが、そんな事もなく、水の中へ入ってパ

シャパシャ。顔にかかっても平気で水遊びを楽しむ姿が見られました。

子ども達の体調などをみながら無理なく水遊びを取り入れて楽しんでいきたいと思い

ます。また、登園後、少しの時間ですが異年齢児と関わることも増え、お兄ちゃん、お

姉ちゃん達に可愛がられながら笑顔で一緒に大型ブロックやままごとなどで楽しく遊ん

でいます。今月もたくさん遊んで、いっぱい食べて、そしてしっかりと休息をとりなが

ら体の変化に気をつけつつ、暑い夏を元気に過ごしていきたいと思います。

（稲谷 眞千子）

ひよこぐみ

8月生まれのお友だち

1歳児クラス（あひるぐみ） 2歳になります

まんな えいと ちゃん

2歳児クラス（ことりぐみ） 3歳になります

うえだ たいし ちゃん

3歳児クラス（つばめぐみ） 4歳になります

はた りいちろう ちゃん

すながわ ゆうあ ちゃん



　

　

＜今月の予定＞ ＜来月の予定＞

誕生会 26日(火)

礼拝 6日（月）　１3日（月） 礼拝 4日(月)　18日(月)

避難訓練
月に一度、不定期にて実施しています。
(火事・地震)

生活発表 25日(月)

幼児体操 13日(水)　27日(水)

和太鼓 7日(木)　21日(木)　　

・10/16の運動会は現状中止を考えていま
す。コロナ禍の中ご理解下さいますようお願い
致します。

中止おじいちゃんおばあ
ちゃんと遊ぶ会

・敬老の日/20日(月)
・秋分の日/23日(木)
※　行事はなるべく開催したいと考えております
　が感染拡大防止を鑑み、少なくとも園児のみを
　対象とした行事のみ実施を考えております。
　　今後、緊急事態宣言の状況で中止・延期する
　かどうか判断していきます。ご理解下さい。

☆新職員紹介～☆

幼児体操
2日(木)

16日(木)
和太鼓

8日(水)
22日(水)

24日(金)
25日(土)

無人島
お泊り保育

生活発表 27日(月) 誕生会 28日(火)

８月から水遊びがスタートしました。初めの頃は顔にお水がかかるとびっくりして泣いている

子もいましたが回数を重ねてくると顔にかかるのも平気になり、お友達や保育士と一緒に「冷

たいねー」と楽しんでいました。後半には夏の遊びを感じられるように「魚つり」や「輪投げ」に

挑戦しました。初めて見る遊びにあひる組さんは興味津々！魚を手に持っている子や保育士

が魚を釣りあげる姿を見て、仕組みを理解し、釣り上げるのに成功すると「とれた！」「みて！

見て」と笑顔を浮かべていたり、出来たことにびっくりした表情を見せる子もいたりと少しずつ

表情もコロコロ変わる姿が多くなってきています☆

園では「おばけなんてないさ」も大ブーム！靴を履きながら玄関で大合唱のあひる組さんで

す。靴を履ける子も増えてきたのでご家庭でもゆっくりできる時間に靴を履く練習も

してみてください(^^) （伊波 有梨香）

残暑厳しい日が続いていますが、子ども達は暑さに負けず元気

いっぱいで当園してきます。今月は、夏ならではの遊び『水遊び』

を園庭やベランダで楽しみました。前日に、子ども達に明日の予定を伝えると

目をキラキラさせ「やったー‼」と大喜びです。当日は排泄や水着の着替えも

素早くできるようになりました。準備体操も大胆に体を動かしてヤル気満々。

水遊び前のお約束を伝え、いよいよミニプールに出陣です。お互いに水を掛け合い

顔が濡れてもへっちゃらです。プールに腹ばいになり大胆に遊ぶ子も・・・

水遊びを満喫したらお腹もすき、お食事もおかわりして良く食べています。少し

ずつ心も体も成長し、困っているお友達を見つけたときは「一緒にやる？」と

優しく声をかけている姿も成長を感じます。色々な経験を通し子ども達の成長

していく姿をみてうれしく感じています。 (仲村 育子)

はと組さんは先月より園庭や花壇の水まきをがんばっています。動植物への

愛情育成は人として大きな成長をもたらすものだと考えてますので、自ら水まき

したい子どもたちは将来どんな優しい大人になるのだろうと今から楽しみです。

今月からは農作業体験に向けて屋上の畑整備体験を行います。

自分と同じ程の高い草を一生懸命引っこ抜き「先生取れたー」と喜ぶ子ども達！

土を耕し、うね作りと一から食材を育む体験をしていきたいと思います。収穫が

楽しみですね！

はと組では、毎年恒例「お泊り保育」で今年はなんと、綺麗な海に囲まれた

無人島(ナガンヌ島)へ行く予定です。色々経験をして帰ってきた子ども達からの

素敵なお土産話を楽しみにしていて下さい。 (仲田 朝藤）

社会福祉法人愛泉園福祉会 愛泉保育園 TEL : 098（867）5133
http://www.sky.hi-ho.ne.jp/itservice/aisen/
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今回、休園の事態となり管理者として大変申し訳なく思っております。

職員一同、同じことが無いよう今後より一層気を引き締めて感染対策を行ってまいり

たいと思います。保健所よりご指導頂いたことは未就学児対象のワクチンができるま

では保育園や学校でも同じようなことが何度も起こる可能性があるため、換気や手洗

い、ワクチン接種等を徹底下さいとのことでした。今後とも気を引き締めながら運営し

ていく所存でございます。

あひるぐみ

あっちのいえから
１ あっちのいえから こっちのいえから

きみも ぼくも あなたも わたしも あつまってきた

きょうもいぇすさまここにいて みんな なかよく

あそぶ たのしく はじまる ほいくえん

9月のさんびか

最近は絵本や手遊びにも興味を示すようになり、保育者の真似をして手を

動かしたり、発する言葉の語尾を言ったりと楽しくやり取りをすること

も少しずつ増えてきています。

公園での芝が苦手だった子ども達もだいぶ慣れ、自ら動いて探索活動をしたり、自由

に遊んだりする姿も見られます。沢山の刺激をうけ、たくましくすくすく育っている子

ども達です。引き続き体調管理をしっかり行いながら今月も元気いっぱい楽しく過ごし

ていきます。

今月から新しいお友達が2人仲間入りです。「かきのはなさりちゃん」

「ほそはらえいるちゃん」ですよろしくお願いします。 （稲谷 眞千子）

ひよこぐみ

9生まれのお友だち

1歳児クラス（あひるぐみ） 2歳になります

たいら まどか ちゃん

2歳児クラス（ことりぐみ） 3歳になります

おおかわ ふみか ちゃん

ゆあさ そうすけ ちゃん

園長室から

さつき先生
保育のお仕事は初めてですが、

自身の子育て以来、久々に子ど

も達と過ごせる事にワクワクして

います。子ども達が日々楽しく過

ごせるよう精一杯頑張ります。こ

れからよろしくお願い致します。

あやの先生
保育の現場で働くのは初めて

なので、未熟な所や至らない部

分があるかと思いますが精一杯

頑張ります。これからよろしくお

願いします。

プライベートでは４人のお母さん

やっています‼

あや先生
高良綾です。

先生一年目です。

わからないことだらけですが、子

ども達と一緒に日々成長してい

きたいと思います。

よろしくお願い致します。

(*^▽^*)

☆新しいお友達です☆

よろしくお願いします。
０歳児クラス(ひよこぐみ)

かきのはな さり ちゃん

ほそはら えいる ちゃん



　

　

　

・文化の日/3日(水)
・勤労感謝の日/23日(火)
・6日(土)に噴煙消毒があり、同時に
　園内研修を予定しております。当日は
　家庭保育のご協力お願い致します。

・現在の状況を鑑み、今後は園児及び職員参加型
　イベントのみを実施したいと考えております。
　様々なイベントの中止及び延期にご理解下さい
　ますようお願い致します。

芋ほり体験

無人島体験
(日帰り)

８日(金)

15日(金)
ハロウィン
パーティー

29日(金)

幼児体操 8日(水)　22日(水)

和太鼓 2日(木)　16日(木)　　

生活発表 25日(月) 誕生会 26日(火) 誕生会 28日(火)

幼児体操
13日(水)
27日(水)

7日(木)
21日(木)

和太鼓

運動会 中止

礼拝 4日(月)　18日(月) 礼拝 11日(月)　15日(月)

避難訓練
月に一度、不定期にて実施しています。
(火事・地震)

生活発表 27日(月)

＜今月の予定＞ ＜来月の予定＞

園長室から

少しずつ気温も下がり始め、木陰にはいると涼しい風が吹き心地よくなってき

ましたね。子ども達も「冷たい」「暑い」などがわかり、強い風が吹くと「寒い

ね！」太陽の下にいると「暑いね！」等と保育士やお友達とお話を楽しんでいま

す。

絵本が大好きなあひる組さん☆最近は仕掛け絵本の「くだものどうぞ」「おや

さいどうぞ」が大好きで、絵本の中の簡単な言葉を保育士と繰り返し、絵本の中

で一番好きなシーン！カレーが出てくると「おいしそう！！」と大喜びで微笑ま

しいです。

一緒に身体を動かしながら楽しむ絵本「できるかな？あたま

からつまさきまで」保育士やお友達と一緒に「どしん！どしん！」

と動物になりきりながら身体を動かして楽しんでいます😊 (伊波 有梨香）

朝夕涼しい風が心地よく感じてきましたが、日中はまだまだ暑い

日が続いています。子ども達は「今日何して遊ぶ？」「かき氷今日あ

るかな？」と冷たくて甘いかき氷会を楽しみにしている子も・・・かき氷会がある

日は苦手なお野菜もパクりと食べてしまうほど楽しい事の一つです。

現在クラスではトイレトレーニングを日々頑張っています。トイレで排泄を成功

した時には「出たよ！」と喜びの声が聞こえてきます。パンツに漏らしてしまった

ときには「あーあ、おしっこでちゃった⤵⤵」と伝えに来てくれます。「失敗して

も大丈夫。次トイレでおしっこできると良いね」と話をすることで安心し、また元

気よく大好きな遊びの中に戻っていきます。そんなやり取りもありながら、今月も

子ども達の楽しみを大切にしていきたいと思います。子ども達からの成功した報告

を楽しみに待っていてくださいね。(仲村 育子)

新年度が始まり、ちょうど折り返しを迎え、子ども達もできることが増え

てきました。「先生見ていてね～」「出来た～‼」「〇〇も～」と色々な場

面で喜びの声が聞こえてきます。特に和太鼓はエイサーの練習が始まった頃

「出来な～い」「疲れた～！」「やらない」等あまりヤル気が見られません

でしたが、回数を重ねるうちにパーランクーを叩きながら踊ることが上手に

なり、曲に合わせてエイサーを楽しむことが出来るようになってきました。

子ども達の“出来る‼”“出来た‼”という喜びが自信となり、更に興味

が広がっていけるようサポートしていきたいと思います。（島田 かおり）

社会福祉法人愛泉園福祉会 愛泉保育園 TEL : 098（867）5133
http://www.sky.hi-ho.ne.jp/itservice/aisen/

クラスのようす

はとぐみ
つばめぐみ

ことりぐみ

※ 今更ですが、9月25日は愛泉保育園創立70周年記念日でした。創立者

は宮城亀千代先生。創立目的は戦争未亡人及び戦争孤児の救済のため

と記録にあり、当初真和志教会付属愛泉園として誕生したそうです。

その2年後、琉球政府より戦後、沖縄で初めての保育施設の一つとして

認可をうけ、改めて保育施設として認められました。それから70年目の今

年、多くの卒園児を輩出できましたことは一重にご近所や様々な活動にご

理解を頂いている皆様のお陰です。ありがとうございます。また、今後とも

ご指導ご鞭撻下さいますようよろしくお願い致します。

※ １０月から緊急事態宣言は解除になるそうです。しかし、なぜ感染が縮

小したのかがわからず、戸惑っている毎日です。私の個人的見解として、

まだ原因がわからず安全、安心が保証できる状況ではないと判断し、多く

の方が参加する運動会は中止、お泊り保育は延期し、ナガンヌ無人島体

験は日帰りで行うことと致しました。どうかご拝察下さいますようお願い致

します。その代わりに、はと・つばめ組は芋ほり体験、全体ではクラス別に

ハロウィンパーティの実施を考えております。つきましては２９日(金)子ども

達にハロウィンで使用する衣装をご準備下さいますようお願い致します。

当日写真撮影会を実施したいと考えております。お手数をお掛け致します

がよろしくお願い致します。

あひるぐみ

ぱらぱらおちる

１．ぱらぱらおちる 雨よ雨よ ぱらぱらぱらと なぜ

おちるかわいた土を やわらかにして きれいな花を

さかすため

２．ちらちらおちる 雪よ雪よ ちらちらちらと なぜお

ちる葉のない枝にあたたかそうな まわたのふくを

きせるため

３．きらきらひかる 星よ星よ きらきらきらと なぜひ

かるたびする人が くらい夜にも まよわず道を

行けるため

４．ちゅうちゅう歌う 鳥よ鳥よ ちゅうちゅうちゅうと

なぜ歌う さびしい人の こころのうちに み神の愛

を知らすため

10月のさんびか

暑い日が続く中、先月まで子どもたちの好きな水遊びや氷遊び、

感触遊びなど、夏ならではの遊びを色々体験し、楽しむことができました。

新しいお友達も増え、にぎやかなひよこ組。朝はあひる組さんと一緒に過ごしています

が、全員が集まり、あひる組さんがお部屋に戻ろうとすると、ひよこ組の数名のお友達

も嬉しそうについていく姿が見られます。部屋に戻すと泣いちゃうこともあったりな

かったり。。。あひる組だと思って行動する姿はとてもかわいいですよ。

これから少しずつ寒くなってくるので持ち物の中に１～２枚薄手の長袖や羽織ものな

ど持たせて下さいね。様子を見ながらこちらで調整していきたいと思います。

（稲谷 眞千子）

ひよこぐみ

10月生まれのお友だち

1歳児クラス（あひるぐみ） 2歳になります

たかざと せな ちゃん

3歳児クラス（つばめぐみ） 4歳になります

みやぎ しゅうや ちゃん



　

　

　

＜今月の予定＞ ＜来月の予定＞

礼拝 1日(月)　15日(月) 礼拝 6日(月)　13日(月)

避難訓練
月に一度、不定期にて実施しています。
(火事・地震)

生活発表 27日(月)

8日(水)　22日(水)

生活発表 29日(月) 誕生会 30日(火) 誕生会 28日(火)

幼児体操
10日(水)
24日(水)

和太鼓
4日(木)

18日(木)
幼児体操

・文化の日/3日(水)
・勤労感謝の日/23日(火)

・クリスマス会/24日(金)
・年末休暇/12/29～1/3迄
・来年の開園期日は1/4(火)からとなりま
　す。よろしくお願い致します。

お泊り保育 延期 噴霧消毒 6日(土) 和太鼓 2日(木)　16日(木)　　

一日を通して過ごしやすい気温になってきましたね。園庭にある大きなガジュマルの

木からは木の実が沢山落ちてくるようになり、子ども達も見つけては「木の実だ～‼」

「ピンクの豆‼」と一人ひとり違う感性で木の実一つでも見方が違うのだなと微笑まし

い気持ちになりました。

気候も柔らかくなり、11月からはお散歩も増やしていく予定です。

万が一、お散歩中に転倒して怪我が無いよう改めてお子さまの靴の

サイズ確認をよろしくお願い致します。 (伊波 有梨香）

暑さも和らぎ、過ごしやすい季節になりました。ことり組の子ども達は

登園してくると「先生！おはよう‼」「今日は、ヨーグルトとパン食べてきた

よ。バナナもあったよ！」「先生、何食べたの？」と元気よく声をかけてきてくれます。ま

た、お部屋でブロック遊びをしている時には、今まで友達が使っているブロックを奪ってト

ラブルになることも多かったのですが、「貸してちょうだい！」「やだ！！」や「今使って

いるよ」「あとでね。」など、言葉でのやり取りが少しずつ上手になってきました。すぐに

でもそのブロックが使いたい！でも貸してくれるまでそばでじーっと見つめながら我慢して

いる姿とその姿に気づいてブロックを貸してあげた子、それぞれの成長を感じた瞬間でした。

11月から水筒を練習していきます。準備お願い致します。 (仲村 育子)

新型コロナの影響もあり、お泊りではなく日帰りで10月8日にナガンヌ島に行ってきまし

た。事前にネットでどんな所か調べていたのか「海がきれいだったから魚が沢山いるはず

ね」「貝殻拾おう」「あと○○回寝たらナガンヌ島に行けるね」等ワクワクしてたまらない

様子の子ども達。当日は〝いってきまーす"と元気に出発。初めての高速船で振動にびっくり

する子、「海の上を走っている」とはしゃぐ子など様々な反応が見られました。島に着き船

から降りると「うゎーきれい」桟橋を渡りながら「落ちたらどうしよう」「深いね～」等会

話も盛り上がり、浜辺に着くと今度は沢山のやどかりを見つけ大興奮。ナガンヌ島のやどか

りは子ども達が手に取ると殻を捨てて出てきたのでさらに大騒ぎ。なかなか見ることが出来

ない出来事だったようですごく印象に残ったようでした。

その後は海に入り、大きな水中眼鏡で海の中の魚やなまこを覗いたり、保育者と泳いだり、

浜辺で貝殻を拾ったり、島探検をして楽しい時間を満喫しました。時間ギリギリまで遊んだ

のに「エ～もう帰るの？」「嫌だ～もっと遊びたい」という声が多く...船の出る時間に間に

合わないことを伝えると「またみんなできたいね」「また来ようね」と

言いながら乗船してくれました。船の中ではほとんどの子が爆睡www沢山楽し

んでくれたのかなと思います。今回の行事が子どもたちの中で保育園の楽しい

思い出の一つになってくれたら嬉しいです。 （島田 かおり）

社会福祉法人愛泉園福祉会 愛泉保育園 TEL : 098（867）5133
http://www.sky.hi-ho.ne.jp/itservice/aisen/
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ことりぐみ

あひるぐみ

うまやのイエスは

1.うまやのイエスは マリアのひざで

すやすやすやすや ねむります

2. みつかいたちは てんからおりて

らんらんらんらん うたいます

3. ひつじやろばは イエス様ながめ

めえめえめえめえ うれしそう

4. うまやのイエスは マリアのむねで

にこにこにこにこ わらいます

肌に感じられる風も涼しさから冷たさに変わり、少しずつ冬の訪れを

感じる季節になりました。

ひよこ組は今度ハロウィン行事にも参加する予定です。子ども達もドキドキ、ワクワクしな

がらこのイベントを楽しみに毎日を過ごしています。

12月にはクリスマス会も予定しています。その時に使うクリスマスブーツの作成の方もよろ

しくお願い致します。(型紙を配布予定です)

ひよこ組に新しいお友達が入ります‼「みょうじょう なほ ちゃん」です。よろしくお願

い致します。 （稲谷 眞千子）

ひよこぐみ
11月生まれのお友だち

1歳児クラス（あひるぐみ） 2歳になります

うつみ いっせい ちゃん

みやぎ はな ちゃん

たまき ひより ちゃん

2歳児クラス(ことりぐみ) ３歳になります

おおしろ つばさ ちゃん

すながわ たつや ちゃん

４歳児クラス（はとぐみ） 5歳になります

ラスバン にな ちゃん

☆新しいお友達です☆

よろしくお願いします。

☆ ０歳児クラス(ひよこぐみ)

みょうじょう なほ ちゃん

☆ １歳児クラス(あひるぐみ)

いは りせ ちゃん

☆ ２歳児クラス(ことりぐみ)

おおしろ つぐみ ちゃん

11月のさんびか

↑ はと組 ナガンヌ島

の写真展☆



　

　

・今年のクリスマス会は園児のコロナワクチン未接種
のため、安全を考え園児及び職員のみで実施致しま
す。ご拝察頂きますようお願い致します。

・成人の日/10日(月)
・ムーチー作り/11日(火)

クリス
マス会

24日(金) 年末休暇
29日～

1/3(月)迄
和太鼓 6日(木)　20日(木)　　

31日(月)

12日(水)　26日(水)

生活発表 27日(月) 誕生会 28日(火) 誕生会 25日(火)

幼児体操
8日(水)22日
(水)27日(水)

和太鼓
2日(木)

16日(木)
幼児体操

＜今月の予定＞ ＜来月の予定＞

礼拝 6日(月)　13日(月) 礼拝 17日(月)　24日(月)

避難訓練
月に一度、不定期にて実施しています。
(火事・地震)

生活発表

毎日元気よく登園してくることり組の子ども達。「おはよう」の挨拶と

共に「今日何する？！」と会話がはずみます。11月から進めてきた水筒での

水分補給は皆「水筒持ってきたよ！みて！」と大喜びです。「先生こんなしてお水飲むんだ

よね～」とゴクゴクゴク。5分後に「お水飲もう！」と一人が言うと遊んでいた子ども達も

つられてゴクゴクゴク。しばらくすると「先生おしっこ出ちゃった💦」とおもらし続出の

日々が1週間続きました。

水筒の蓋を閉め忘れ「あっこぼれちゃった！」の声に気づいた子が率先して雑巾で拭いて

くれるという優しい光景も…。

うれしい、楽しい、あっしまった…(失敗)色々な事を子ども達が気づき共有出来るように

なってきました。これからの成長も楽しみです。水筒の準備ありがとうございました。

(仲村 育子)

はちまんむい公園へお散歩に行くと、いつもMちゃんのおじいちゃんが草刈りしてい

るので「あっ！Mちゃんのおじいちゃんだ～」「おはようございま～す」とやり取りを

交わす子ども達。ある日「ここ草が伸びているね～」と何気なく言っている子がいまし

たが、別の日に公園へ行くと綺麗に草が刈られていることに気づき「草が無くなってい

る。Mちゃんのおじいちゃんが綺麗にしてくれたんじゃない？」「そうだよ。いつも皆

の為に公園きれいにしてくれているもんね。」「きれいにしてくれるから沢山遊べるん

だよね～」と様々な声が聞こえてきました。地域の方に守ら

れているという感謝の気持ちを感じると共に、子ども達が皆の為に働

いてくれている方の存在に気づき、感謝する気持ちが持てるようにな

った事を知り、新たな成長を発見することが出来、うれしい気持ちに

社会福祉法人愛泉園福祉会 愛泉保育園 TEL : 098（867）5133
http://www.sky.hi-ho.ne.jp/itservice/aisen/
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はとぐみ
つばめぐみ

ことりぐみ
おほしがひかる

1.おほしがひかるぴかぴかふしぎにあか

くぴかぴかなにがなにがあるのか

2.おほしがひかるぴかぴからくだがとお

るかぽかぽさばくのはらをかぽかぽ

どこへどこへいくのか

3.らくだがとおるかぽかぽおほしがひか

るぴかぴからくだがとおるかぽかぽ

そうだそうだこよいはめでたいきよい

よるだよ

朝晩は冷えるようになり、冬の訪れを感じられるようになりました。

最近ではお散歩へ行く機会も増え、歩ける子は保育者の手をつなぎ、行き

帰りゆっくり歩いて公園まで行けるようになりました。また、歩けない子も公園では芝の

上におりて外気浴をしたり、ハイハイで移動したりと楽しく遊んでいます。

これから冷えてくるので、はおり物など持たせてくださいね。残すところ今年もあと

一ヶ月。体調管理には気をつけて元気いっぱいに過ごしていきたいと思います。

（稲谷 眞千子）

ひよこぐみ

12月生まれのお友だち

0歳児クラス(ひよこぐみ) 1歳になります

かきのはな さり ちゃん

1歳児クラス（あひるぐみ） 2歳になります

ふなびき ともき ちゃん

よせやま かんな ちゃん

2歳児クラス(ことりぐみ) ３歳になります

きんじょう みづき ちゃん

3歳児クラス(つばめ) 4歳になります

たから ともき ちゃん

よしだ ぜん ちゃん

4歳児クラス（はとぐみ） 5歳になります

てるや れい ちゃん

12月のさんびか

↑ ひよこ組ハロウィンの様子☆

寒い日が続くようになってきていますね☺少しずつ子ども達は「クリスマス」を意識

し始めてきて「クリスマスのおばけ」「ツリーさん」の絵本を見て、「サンタさん

だ！」「プレゼントだー」と楽しんでいます✨そして、お部屋には次々とクリスマス

ブーツが飾られているのを見て「〇〇のだ！」「かわいいね～」「靴下だね～」と少し

ワクワクしている声色で保育士やお友達とお話を楽しんでいます🎵

あひる組さんは寒さに負けず園庭やお散歩に行くのを楽しんでいます。

園庭ではジャングルジムや太鼓橋等に登ろうと挑戦し、お散歩では

はちまんむい公園の広場で駆け回り、バッタ探しに夢中です。ご家

庭でも時間にゆとりある際にはお子さまと手をつないで歩く練習を

してみて下さいね✨ (伊波 有梨香）

あひるぐみ

※ 今年もあと一ヶ月となりました。思い出せば、新型コロナが世界的に流行し続け

ている中、時間が過ぎていくのがあっという間、ものすごく早いと感じているのは私だ

けではないでしょう。そんな中、追い打ちをかけるように軽石が沖縄に押し寄せてく

る。。。海はつながっているんだなと思いつつ、漁師や観光業の皆様のご苦労を慮っ

ている今日この頃です。

さて、例年この時期恒例の愛泉保育園クリスマス会ページェントですが、今年は無

しとさせて頂きました。理由は新型コロナの影響です。世間的には小学校など運動

会を学年分けて開催したり、某保育園でも那覇市からの指導に従わず運動会を実

施したりしておりますが、私は4歳児以下のワクチンが実施できていないにも関わら

ず、なんくるないさ精神で園児たちの命を賭けることができません。保護者の皆様に

は大変申し訳ありませんが保育園としては今しばらくwith コロナとして危機管理対応

していきたいと思っております。また、変異株オミクロンも出現してきました。沖縄県

はどうしても米軍基地があるので那覇空港検疫にて検査されない米軍人が基地か

ら出てくることも予想できます。保護者の皆様におかれましてもご自愛頂きますよう

お願い致します。沖縄に住んでいるため、空から窓や水筒等落ちてくるわ、コロナが

基地から出てくるわですが県外のように普通な生活がしたいものです。



　

　

＜今月の予定＞ ＜来月の予定＞

22日(火)

礼拝 17日(月)　24日(月) 礼拝 7日(月)　14日(月)

避難訓練
月に一度、不定期にて実施しています。
(火事・地震)

生活発表 28日(月)

生活発表 31日(月) 誕生会 25日(火) 誕生会

4日(金)　17日(木)　　

幼児体操
12日(水)
26日(水)

和太鼓
6日(木)

20日(木)
幼児体操 9日(水)　21日(月)

ムーチー
作り

11日(火) 記念撮影 28日(金) 和太鼓

・成人の日/10日(月)
※バス内は多少なりとも密室となりますので安全面を
考慮し、バス体験を中止させて頂きます。ご拝察頂き
ますようお願い致します。

・建国記念日/11日(金)
・天皇誕生日/23日(水)

あけましておめでとうございます。年が明け、静かだった園内も、

子ども達の声が響き賑やかになりました。お休み中の出来事を「先生

あのね・・・」と楽しそうにお話してきます。昨年4月から、泣いたり笑ったりしな

がら一日いちにちをすごしてきましたが、子ども達一人ひとりの成長にはものすご

いエネルギーを毎日感じています。

本年度も残り3か月となりましたが、出来なかったことが一つでも「出来た！」と

いえるよう過ごしていきたいと思います。これからの成長も楽しみです。本年もよ

ろしくお願い致します。

(仲村 育子)

明けましておめでとうございます。年末年始のお休みはご家族皆さんで楽しく過

ごせたでしょうか？今年度も残り3か月となりました。子ども達がより一層伸び伸

びと成長できるよう保育計画をしていきたいと思います。どうぞ本年もよろしくお

願い致します。

先月屋上の畑に苗植えを行いました(ナス、キャベツ、ネギ )。まだ、土が硬

かったので一人ひとりスコップを使い耕すことから始め、やっと土が柔らかくなっ

た所で各々苗をもらい、苗植え開始。土を掘り、穴を作り、大事そうに

苗を入れ「大きくなってね」と言いながらそっと土をかぶせていた

子ども達でした。成長していく課程を皆で楽しみたいと思います。

（島田 かおり）

社会福祉法人愛泉園福祉会 愛泉保育園 TEL : 098（867）5133
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ひよこ組での生活も早いもので残り3か月。今年も子ども達と

毎日楽しく活動していきたいと思います。月齢の高い子は進級に向け、

少しずつ着脱の練習(ズボンから)を行ったり、トイレに座ったりの練習をしていま

す。月齢の低い子も個々の発達段階に合わせ無理せずゆっくり進めていく予定です。

お家のほうでも楽しみながら一緒にやってみて下さいね‼今年もよろしくお願い致

します。

（稲谷 眞千子）

ひよこぐみ 1月生まれのお友だち

0歳児クラス(ひよこぐみ) 1歳になります

しまぶくろ あおしちゃん

1歳児クラス（あひるぐみ） 2歳になります

しんざと そらちゃん

とみやま よしのりちゃん

2歳児クラス(ことりぐみ) ３歳になります

ほそはら まあるちゃん

3歳児クラス(つばめ) 4歳になります

ひが かずはちゃん

カンチェララ ルナ クロエちゃん

4歳児クラス（はとぐみ） 5歳になります

こうち ひさとちゃん

あらかき みあちゃん

かみよわたしの

1.神よわたしのこのこころにみこえをたしか

にきかせてください

2.悪のさそいにひかれるときいくなときびしく

とどめてください

3.今日のおこない良いときにはやさしく良い

子としゅくしてください

4.神よなやみやくるしみにはうちかつ力をあ

たえてください

1月のさんびか

残すところあと三か月で1年が経ちますね。子ども達もお話が上手になり、お

友達同士でおしゃべりをして楽しんでいる姿がよく見られるようになってきまし

た。

トイレトレーニングも1月から本格的にスタートすることになりました。少し

お兄さん・お姉さんのお友達は紙おむつから新しいパンツになったことがとても

うれしいらしく「にぃにパンツ」「お姉さんパンツ」と楽しんでいます。他のお

友達もパンツに興味を示し、おまるやトイレに座ると

排泄がうまくいくことも増えてきています。

一月から布パンツをスタートしていくので、布パンツと

もらした際の着替えを3.4枚ほどご準備お願い致します。

(伊波 有梨香）

あひるぐみ

※ あけましておめでとうございます。今年も皆様にとって心地よい一年になりますよ

う心から願っております。

※ 遅くなりましたが報告です。昨年よりニュースになっている米軍基地内より排出さ

れたPFOS、PFOA等が水道水に混ざっていたにも関わらず、米軍がこの件について

発表していなかった件を重く受け止め、昨年9月より念のため、これらを取り除く高性

能フィルターを搭載したウォーターサーバーを導入しました。このウォーターサー

バーの水を、こども達の飲み水や給食の水として使い、皆様に安全で安心できる園

生活を先生方と今後とも築いていきます。報告でした。

※ 昨年、那覇市社会福祉大会において当園より永年勤続25年以上で保育士の島

田かおり先生、永年勤続15年以上で事務長の仲本政代さんが表彰を受けました。こ

れまでの愛泉保育園の歴史の中で表彰は初だそうです。私自身、保育園で長期間

勤続はあまり聞いたことがないので、お2人とも愛泉保育園の子ども達の為に長年ご

尽力頂いたんだなと、心から感謝しかありません。引き続きこれからもよろしくお願い

↑ あひる組クリスマス会の様子☆



　

　

クリスマス献金

合計￥15,000

集まりました。
お気持ちありがとうご
ざいました。
福祉団体に寄付させ
て頂きますのでよろし
くお願い致します。

＜今月の予定＞ ＜来月の予定＞

22日(火)

礼拝 7日(月)　14日(月) 礼拝 7日(月)　14日(月)

避難訓練
月に一度、不定期にて実施しています。
(火事・地震)

生活発表 28日(月)

生活発表 28日(月) 誕生会 22日(火) 誕生会

3日(木)　17日(木)　　

幼児体操
9日(水)

21日(月)
和太鼓

4日(金)
17日(木)

幼児体操 9日(水)　23日(水)

モノレール
体験

3/2に延期
お別れ

遠足(予定)
24日(木)

(こどもの国)
和太鼓

・建国記念日/11日(金)
・天皇誕生日/23日(水)
※25日(金)記念撮影を予定しているため
　お気に入りの洋服で登園して下さい。

・春分の日/21日(金)

　

年明けに行ったムーチー作りでは、サンニンの葉を一人ずつ

切り取ることから始め、餅をこねる練習を粘土で行いました。当日

は本物の餅粉をこねたり丸めたりし、サンニンの葉に餅を包みおやつの時間に出

来上がったムーチーを食べられると楽しみにしていました。するとどうでしょ

う！！

おいしそうに出来上がったムーチーでしたが、蒸されたムーチーに衝撃を受けた

のか、一口味見をするのがやっとの子ども達でした。餅をこねたりすることがっ

とても上手なことり組さん。お家時間を使って親子でムーチー作りをすると楽し

いと思いますよ。 (仲村 育子)

先月の園だよりにも少し載せましたが、昨年の12月末に屋上の畑にキャベツ、

ナス、ネギの苗植えを行いました。屋上の畑の土は石のように固く、保育者も子ど

も達もびっくり！！保育者が大きなスコップを使い、土を掘り起こし、子ども達は

それぞれ小さなスコップで土を砕き、柔らかくする作業から始めました。まだまだ

サラサラの土ではありませんでしたが、苗植えを開始。こんな固い土で育つのか不

安でしたが、年明けに畑へ行ってみると枯れずに少し大きくなっている野菜に子ど

も達も保育者も「やった～！！大きくなっている」と大喜び♪植物の生命力の強さ

に驚かされました。毎日ジョウロを使って交代で水やりをしたり、雑草抜きも頑

張って「もっと大きくな～れ！！」

と声掛けをしたり、増々野菜の成長を楽しみにしている

社会福祉法人愛泉園福祉会 愛泉保育園 TEL : 098（867）5133
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「鬼は外！」「福は内！」やってきました！節分行事！

初めての「鬼体験」となりますが、どう反応するのか気になる所で

す。けど、豆まきで鬼と一緒に”コロナ”も撃退できるよう子ども達とがんばっ

てまきたいと思います。また、子ども達も喃語や一文語、二文語を発することも

増えたり、意思表示をしたりするなど、進級に向けて色々な行動、仕草がお兄

ちゃんお姉ちゃんになっているように感じます。まだまだ寒い日は続きますが、

体調を崩さず残り2か月楽しんでいきたいと思います。

（稲谷 眞千子）

ひよこぐみ
2月生まれのお友だち

2歳児クラス(ことりぐみ) ３歳になります

やら けんとちゃん

こどもをまねく
１.こどもをまねく 友はどなた

こどものすきな イエスさまよ

ホサナとうたえ ホサナとうたえ

こどものすきな イエスさまを

２.こどもをまねく 王はどなた

こどもをまもる イエスさまよ

ホサナとうたえ ホサナとうたえ

こどものすきな イエスさまを

３.こどもをまねく 神はどなた

こどもをすくう イエスさまよ

2月のさんびか

「鬼はそと～♪福はうち～♪」と節分の季節がやってきました。子ども達も歌

を歌っては「鬼さん来るかな？」と楽しみとちょっとの怖さでドキドキしている

様子です。

少しずつことり組さんになる為の練習で着替えやおやつ後

のタオルの片づけを行っています。今は何をする時間なの

かも理解し、「タオル片付けてから！」と子ども達の方から

声をかけることも多くなってきていますよ☆彡

(伊波 有梨香）

あひるぐみ

↑ ことり組バスを見に行きました☆



　

　

4日(月)　18日(月)

・昭和の日/29日(金)
・入園式/1日(金)
・弁当会/15日(金)
・浜うり/15日(金)

※ 来年度より月1で子ど
 も達が喜ぶ弁当会を開き
 たいと思います。よろ
 しくお願い致します。

7日(月)
14日(月)

月に一度、不定期
にて実施。

(火事・地震)

ひな祭り 3日(木)

カレーパー
ティー

10日(木)

和太鼓

・春分の日/21日(金)
・卒園式/26日(土)
・修了式/30日(水)
・次年度準備日/31日(木)

7日(木)　21日(木)　　

13日(水)　27日(水)

26日(火)

生活発表 28日(月) 誕生会 22日(火)

誕生会

モノレール
体験

2日(水)

幼児体操
9日(水)

23日(水)
和太鼓

3日(木)
17日(木)

幼児体操

25日(月)

お別れ会 16日(水)

礼拝 礼拝避難訓練

生活発表

＜今月の予定＞ ＜来月の予定＞

ことり組になり、1年を振り返ると子ども達との思い出が昨日の

ことのように思い出されます。進級したばかりのころは玩具の取り合いでトラブ

ルになる事も度々…それが現在では子ども達の心にゆとりが出てきて言葉でのや

り取りが少しずつ上達し「貸してちょうだい」「あとでね」「まっててね」と伝

え、泣いている子を見たときには「はい、どうぞ」「使っていいよ」と友達を気

遣う優しい気持ちが芽生え心の成長を感じます。

4月からはつばめ組に進級します。食事ではご飯・おつゆ・おかずと器を分け

て配膳していきます。また、紙パンツを卒業し、布パンツでの生活へステップ

アップします。子ども達が生活していく中で「自分でできる」が増えていくこと

を願っています。最後に、保護者の皆様の御協力あってこそ一年間を過ごすこと

ができました。ありがとうございました。 (仲村 育子)

屋上の畑パートⅢ。12月末より始めた〝ナス〟〝ネギ〟〝キャベツ〟の栽培。朝は雑草取り、水や

りをしてから活動に入るようにしていましたが、2月後半は雨で屋上へ行けない日が続き「ねぇ～屋上

の畑どうなっているかな？」「キャベツ大きくなっているかな？」「虫に食べられてないかな？」

「雨晴れると良いのに」等子ども同士の会話が色々な所で聞かれました。そして待ちに待った晴天の

日。当園すると同時に「今日は畑行ける？」「雨降ってないから行きたい‼」と子ども達から要望が

あったので皆で屋上へ…階段を登りながらもドキドキワクワクの気持ちが溢れていました。畑に着く

と「うわぁ～キャベツが大きくなっている～‼」「なんか丸くなってない？」「ネギも踏まれてぺ

しゃんこだったのに太くなって大きくなってるよ」等発見の嵐‼しばらく観察しているとMちゃんが

「あれ？ナスビ花がついてる！」「えっ?どこどこ?」「あっ!本当だ～」「しかも紫‼」「これがナス

ビになるのかな？」と興味津々でナスの花を観察していました。今度はナスやネギ、キャベツの生育

を子ども達と一緒に調べるなど毎日楽しいことがあるような保育をしていきたいと思います。

2/24のお別れ遠足はワクワクしてバスの中から大はしゃぎ!こどもの国へ着き動物園

巡りをすると様々な動物を見てさらにテンションアップ‼マンドリルの顔とお尻の

鮮やかな色にビックリし、サルのケンカを見て「サルもケンカするんだ。同じだね～

」等皆で楽しむことが出来ました。園での素敵な思い出として心に残ってくれると

いいなぁと思います。 （島田 かおり）

社会福祉法人愛泉園福祉会 愛泉保育園 TEL : 098（867）5133
http://www.sky.hi-ho.ne.jp/itservice/aisen/

クラスのようす

はとぐみ
つばめぐみ

今年度も残りわずかとなりました。入園当初、はじめて

親元から離れての集団生活。泣いていやがっていた子ども達も、こ

の1年ですくすくと育っている姿を見てうれしく感じています。最近ではちょっと

したお手伝いをお願いしたり、個々の成長段階に合わせてできることから無理な

く自分でできることにチャレンジしたりしているひよこぐみです！

保護者の皆様には色々ご協力頂き感謝しています。この1年間本当にありがとうご

ざいました。（稲谷 眞千子）

ひよこぐみ

かみさまに感謝

かみさまに かんしゃしましょう、

ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。

かみさまは よいものをくださった、

ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ

3月のさんびか

今年度も残りわずかとなりました。子ども達も大きく成長が見られ、友達同士

でのお話も増え始め、お互いに泣いている時には「だいじょうぶ？」「なにか

あったの？」と優しいかかわりに成長を感じます。

一人ひとりが自分のペースで大きくたくましく成長した姿

をうれしく感じます。

残り少ない時間もよろしくお願い致します✨ (伊波 有梨香）

あひるぐみ

26日(土)、31日(木)は

家庭保育をお願い

致します。

3月生まれのお友だち

2歳児クラス(ことりぐみ) ３歳になります

とかしき みこちゃん

3歳児クラス(つばめ) 4歳になります

さなべ りくちゃん

ことりぐみ

↑ つばめ、はと組さよなら遠足☆

実習生 渡部 媛奈さんよりメッセージ

こんにちは、実習生の渡部媛奈と申

します。毎日子ども達の無邪気な笑顔

に元気をもらっています

保育の基礎からしっかりと学び、子ど

も達に慕われる保育士になれるよう努

力してきます。3/4迄ですがよろしくお

願い致します。


