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園長から保護者のみなさまへ

～大地に響く 未来に輝く 創造～

師走の候、日々お元気にお過ごしのことと、お慶び申し上げます。
11 月は「親子活動」を通して、保育園での生活のひとこまをご覧いただきました。ご多忙の中、保護者様方のご参加、ありがとうございま
した。その後、いただきました感想を拝見しながら、運動会とはまた異なる成長を確認いただく行事になっていることを感じております。
さて、今月は平成 30 年最後の月です。保育園にとっては、年頭にもお伝えしておりましたように創立 50 周年を迎えた年であり、この園
舎で過ごす年月も 15 年を経過した節目の年でもあります。記念事業としてプレイグラウンドの整備により子どもたちの魅力あるあそび場の
確保ができました。そして、働くお母様方、お父様方の支援をさらに高めていく保育内容、保育事業の改善、保育体制を変更した年です。保
育事業部全体を通して、そうした点で各クラスのリーダーはじめ保育士全員が、モチベーション高く頑張ってくれた成果であると思います。
今月は、そのチームワークで、最後の月を充実感あふれる月として過ごしていきたいと思います。また、これらの保育の質を維持向上する
ために本園では ISO9001 の審査を受けています。今月はその審査も予定されています。私たちの外部のチェック機能は山梨県の指導監査と
この ISO の監査と年 2 回、あります。これらの機会を見直しの機会としてとらえ、継続的な改善につながるよう活かしてまいります。
少々早いお礼ですが、この一年、ありがとうございました。良いお年をお迎えになるためにも今月は、頑張ってまいりましょう。

園長：窪田 嘉代子 kubota@kidskiss.jp
【 門扉の開閉について 】
保護者の皆様には日頃より宮前保育園の保育にご理解をいただき心より感謝申し上げます。また、毎朝、登園時間を順守してくださり、誠
にありがとうございます。現在 9：00 から保育プログラムを一斉に実施することが出来ており、子どもたちの活気あふれる元気な姿が、朝の
日常として定着致しました。生活習慣が確立することで、気持ちを切り替えることが出来、一日の行動、態度、心が良い方向へと向かいま
す。朝の始まりを有意義な時間として、お子さんを送り出していただけますよう、今後とも、登園時間の順守にご協力をお願い致します。
さて、この度、門扉の改修工事を行なっており、もうすぐ完成致します。インターホンが稼働しましたら、今後は、防犯対策として、朝
9：00～16：00 までは施錠いたします。その間に来園された場合は、必ずインターホンを押してください。職員が対応し、開錠致します。
なお、7：00～9：00、16：00～19：00 は、暗証番号にて、今まで通り、開錠出来ます。よろしくお願い致します。
（暗証番号はインターホンの完成後にお知らせいたします）
主任：三箇 なつき sanga@kidskiss.jp

子育て支援センターからのお知らせ
子育て支援センターShell & Beans は、子育てを楽しめるよう様々なサービスを展開して
います。育児サークル・午後のアフタヌーンティーなど、ご来館お待ちしております。
10：30～12：50 育児サークル（完全予約制）／13：00～支援センター自由開放

≪ イベント インフォメーション ≫
★ Shell & Beans クリスマスパーティ2018 ★
会員以外の方でも参加もＯＫです。
●日 時：平成30年12月2日（日）13：30～
●場 所 健康の杜アネシス（甲府市下向山町）
●参加費：親子1組1,500円
●キャンセル：11月22日（木）よりキャンセル料500円（プレゼント代として）
イベント前日・当日は全額負担です。

★クリスマスウィーク★
●日 時：12 月 17 日～21 日 13:00～
●料 金：A パターン オーナメント
200 円
B パターン 松ぼっくりツリー 100 円
購入された方は
「Shell＆Beans ポイント」1 ポイントプレゼント♪

≪ アフタヌーンティー ≫
1 週目：パンプキンパイ
2 週目：チーズパウンドケーキ
3 週目：さつま芋とナッツのタルト
新作のケーキをぜひご賞味下さい♪
★今年のアフタヌーンティー提供は
12 月 21 日で終了です★

月曜～金曜 15：00～
（オーダーストップ 当日 14：30）

ご予約受付中！

お問い合わせ：宮前保育園 Shell＆Beans（055-252-8823）
【face book にて情報配信中！QR コードからチェック！】

給食事業部
【感染性胃腸炎の二次予防】
だんだんと寒くなり、感染性胃腸炎の患者数も増えてきま
した。1 年中感染しますが、低湿度になることや低温から免
疫力が下がることにより、冬に流行すると言われています。
家族で罹患した方がいたら、二次感染の予防に努めましょ
う。調理前・排便後は必ず流水で手指をよく洗い、タオルは
共有せず使います。また、調理時は食品の中心温度を 85℃以
上 90 秒以上加熱します。調理器具等は、次亜塩素酸ナトリ
ウムを含む塩素系漂白剤を用いることでウィルスを死活化さ
せます。

①
【嘔吐・下痢時の食事】
症状が落ち着いてきたら、おかゆやくたくたに煮たうどん
から始めて、胃腸に負担をかけないようにします。1 度にた
くさんの量を食べられないこともあるので、少ない食事を何
度か摂るのも効果的です。離乳食の時のように主食→野菜→
たんぱく質の順で進めるとよいでしょう。無理に食べさせて
はいけませんが、水分補給には努めましょう。
栄養士 池田朱里 ikeda@kidskiss.jp

保 健
【 SIＤS から赤ちゃんを守ろう】
12 月以降、冬季に SIDS が発生する傾向が高いこと
から、ご家庭でも十分にご配慮をいただきますよう、お願
い致します。
<SIDS (Sudden Infant Death Syndrome)=乳幼児突
然死症候群とは> それまで元気だった赤ちゃんが、事故や
窒息ではなく睡眠中に突然死する病気です。原因はまだよ
く分かっていません。日本では、およそ 6,000 人～
7,000 人に 1 人の赤ちゃんがこの病気で亡くなっていると
推定されています。生後 2 ヶ月から 6 ヶ月に多く、稀に
1 歳以上でも発症することがあります。
<SIDS から赤ちゃんを守るための 3 つのポイント>
1 赤ちゃんのうつぶせ寝は避ける
2 たばこは吸わない
3 出来るだけ母乳で育てる
3 つを守ることで、発症の可能性を小さく出来る
ことが研究で明らかになっています。
看護師 内田千鶴
miyamae@kidskiss.jp

栄養士 池田朱里 ikeda@kidskiss.jp

看護師 内田千鶴
miyamae@kidskiss.jp

お知らせ

お知らせ
【 LINE＠にて子育て相談受付中 】
お子さんの発育発達や、お母様の心配ごとやストレスな
ど、育児全般の相談に専門のスタッフが対応致します。
お気軽にお問い合わせ下さい。
・基本的に平日の朝 9:00 ～17:00 の間に返信を
致します。それ以外の時帯では、ご相談を受け付け
ますが、返信は上記対応時間までお待ち下さい。
・パートナーシップ委員会担当者が、
LINE＠の内容を確認致します。
ご相談内容は、公開されません
ので、お気軽にご相談ください。

【12 月以降のスケジュール】
12 月 5 日（水） サッカー教室（ベリークラス）
12 月 6 日（木）
幼児動物教室（ベリークラス）
12 月 14 日（金） 交通安全指導教室（3 歳児以上）
12 月 19 日（水） マーチング指導日
12 月 20 日（木） 12 月の誕生会
12 月 21 日（金） おまつりの日【クリスマス】
12 月 29 日（土）～1 月 3 日（木）年末年始休み
1 月 4 日（金）
1 月 12 日（土）

1 月 16 日（水）
1 月 17 日（木）

通常保育開始
和太鼓発表（ベリークラス）
甲府駅北口よっちゃばれ広場にて
★日程が 12 日に変更されました。
マーチング指導日
1 月の誕生会

パートナーシップ委員会

shell&beans@kidskiss.jp

2 月 1 日（金）

おまつりの日【節分】

