












 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令和４年度 第１回思いやり集会を開催 

思いやり集会で心が丸くなりました 
令和４年６月１３日（月）に今年度初めての思いやり集会を行いました。今回は、思いやりテーマソン

グ「おもいやりのうた」の静聴の後、園長先生の話、各クラスから思いやり行動の発表、最後にピカピ

カデーということで、お世話になっている園舎の清掃を行いました。 
これからも思いやり三原則「手伝う、励ます、ありがとう」が自然に行えるよう思いやり保育に取り組

んでいきますので、ご家庭でもご協力をお願いいたします。 
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第４４号 

令和４年度が始まり２ケ月が過ぎ、新緑が美しい季節となりました。 
新型コロナウィルス感染症については、ワクチン３回接種も進み、感染拡大傾向ではないも

のの、終息はまだ望めない状況が続いています。園では引き続き感染予防に努めていきたい

と思います。 
当園が進める「思いやり３原則活動“手伝う・励ます・ありがとう”」は、子ども

たち、職員、ご家族の皆様等、園に関わる全ての人たちの心をつなぎ、

みんなを元気にしてくれるものだと考えております。今年度も皆で力を

合わせて、思いやりいっぱいの清水こども園を作っていきたいと思いま

す。皆様のご理解とご協力をお願い致します。 
 

＜おもいやりテーマ＞「よいとこさがし」 

年間を通して実践していきましょう 

思いやり３原則（手伝う・励ます・ありがとう） 

①手伝う（他の人のために 喜んで手伝おう） 

②励ます（元気づけよう、応援しよう、優しい心を送ろう） 

③ありがとう（感謝の心で ありがとうを伝えよう） 
 

今年度の思いやりテーマ 

＜よいとこさがし＞ 
今年度は、保護者の皆様の協力をいただきながら、６・９・２月の年３回「お子さん良いとこ

ろ」「清水こども園良いところ」等をいっぱい見つけて、カードに記入して提出してしてもらう

活動を行っていきます。 

集まったカードは、年度末に卒園アルバムや思い出制作に活用して、各家庭にお戻し致

します。 

また、思いやり通信にて、一部紹介していきたいと思います。 

 
ご家庭へのお願い 
 

配布されたメッセージカードに、我が子のよ

いところを記入して、６月２０日（月）まで

に担任まで提出して下さい。 

ご理解とご協力をお願いします。 

 

  

 

 

おもいやり通信 

メッセージカードと提出用封筒 

てつだう 

はげます 

ありがとう 

各クラスで集

会の話を聞く

こどもたち 



  

 
思いやり保育の

目的 

職員、園児、保護者が自然に思いやり三原則（手伝う・励ます・ありがとう）を実践し、思いやりにあ

ふれたこども園を作っていく。 

思いやりテーマ よいところさがし 

思いやり実践運

動 

 

今年度は、「よいところさがし」をﾒｲﾝﾃｰﾏに活動していく。 

よいところメッセージカード  

保護者：家庭から提出されたカードを、年度末にプレゼントする。ハートの形のカードを使用する。（ぞ

う：アルバムに貼る。他クラス：ｸﾗｽの思い出制作に貼る※子どもに対してのメッセージカード２枚） 

・思いやり集会の日に各家庭にカードを配布する。 

・保護者に自分の子どものよいところをテーマにしたメッセージをカードに記入してもらい、１週間の

間で提出してもらう。 

６月：子どものよいところ ９月：清水こども園のよいところ ２月：子どものよいところ 

※内容は、思いやり通信で紹介していく。 

子ども：日々の活動の中で、又、特に思いやり集会時に「よいところさがし」と「ふわふわことばとつ

くちくことば」について考えていく。 

職員：全職員が職員一人一人に対し「よいところ」をカードに記入する。誕生月に対象の職員のカード

を配布するので、期日までに提出。月ごとに誕生会の日にプレゼントする。  

思いやりカルタ 

前年度、決定した読み札を元に、絵札の完成を目指す。 

思いやり絵本読み聞かせ 

毎月の誕生会の日に園長が、決められたクラスに思いやり絵本の読み聞かせを行う。 

思いやり通信 今年度は年間５回発行し、よりきめ細やかに、てつだう、はげます、ありがとうについて具体的に示し

ていく。また、ｸﾗｽ便りにもクラスの思いやり活動や言動を紹介していく。 

発行月(５月・７月・９月・１２月・２月 ) 

思いやり集会 全体で思いやり集会を行う。（6/13・9/20・2/13）※放送 

・6/13（月）：放送 園長先生の話、Omoiyari のうた、ｸﾗｽ発表 

ピカピカデー 

・9/20（月）：集会 園長先生の話、Omoiyari のうた、ｸﾗｽ発表、思いやり DVD 鑑賞 

・2/13（月）：放送 園長先生の話、Omoiyari のうた、ｸﾗｽ発表 幼児カルタ大会:各クラスで行う 

日常活動 ・寝る前や帰りの会などにその日の嬉しかった事や、嫌だった事を発表する。 

（週 2 日以上）※意識して必ず行ってください。 

・特に思いやり集会の日に、各クラスで「よいところ」「ふわふわことば ちくちくことば」について子

どもと考える。カリキュラムに入れてください。 

思いやり保育ﾃｰ

ﾏｿﾝｸﾞの展開 

「Omoiyari のうた」： 機会あるごとに曲を流す。（１ｹ月に最低１回） 

保育教諭等もピアノ伴奏ができるよう練習していく。 

手 伝 う ・ 励 ま

す・ありがとう

運動（職員対象） 

・ありがとうを意識して、伝えていく。 

・よいところに目をむける。 

・こどものよいところを保護者に意識して伝えていく。 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年度 おもいやり活動計画 
「ＯＭＯＩＹＡＲＩのうた」 

もしも人々が「思いやり」を失くしたら 
地球は一秒で 消えてしまうね 
だって僕たちは「思いやり」に包まれて 
生まれて来た 育てられた 
水や空気が 必要なように 
誰もがひとりで 生きてはゆけない 
倒れそうな人には そっと手を差し伸べて 
OMOIYARI は 心を温めるプレゼント 
「ありがとう」って言われたら なぜか嬉しくなったよ 
OMOIYARI は 世界を幸せにする魔法 
 
もしも友達が 悲しい思いしてたら 
知らないふりなんて したりしないで 
だって僕たちは 希望を 握りしめて 
生まれて来た 地球(ほし)の仲間 
海や山や森や動物も 
僕たちの「思いやり」で未来が変わってゆく 
自分勝手はやめて みんな笑顔にしたい 
OMOIYARI は 心を温めるプレゼント 
難しそうだけれど ちゃんと心にあるよ 
OMOIYARI は 世界を幸せにする魔法 

作詞・作曲 藤田恵美 
とても素敵な歌ですのでぜひ聴いてみてください。 
ＣＤも出ています。ユーチューブでもきけますよ。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

清水こども園 

子育て広場だより 

第 105 号 
令和 4 年 8 月 15 日発行 
発行：社会福祉法人 清水保育園 
幼保連携型認定こども園清水こども園 
子育て広場「さくらの樹」 

申込み先：清水こども園 
相模原市中央区田名 2166-2 

電話 ０４２－７６２－１８７１ 
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ https://shimizuhoikuen.com 

地域の皆様におかれましては、益々ご健勝の

こととお慶び申し上げます。まだまだ新型ｺﾛﾅ

ｳｲﾙｽ感染症が心配な状況ですが、相模原市の

方針に沿い感染防止対策をしながら子育て広場

事業を行っています。 

つきましては、子育て支援の一環とし下記の

行事を行います。親子で遊びにきませんか！！ 

遊びランド「運動遊び」に参加しませんか 
（雨天時：室内で実施） 

・日 時：令和 4 年 9 月 21 日（水）10:00～11:00 
・場 所：清水こども園 
・参加対象：就学前の子どもと保護者(先着 5 組) 
・参加費：無 料 
・内 容：色々な運動にチャレンジして遊びます。 
・持ち物：タオル、飲み物、その他各自必要なもの。 
・申込み：参加希望の方は、電話にてお申込み下さい。定員になりましたら締め切

らせていただきます。 
 
 

のびのびランド 
毎月１回「のびのびランド」を実施しますので、気軽に遊びに来て下さい。 
＜実施内容＞ 
 お子様の身体測定（身長、体重等）を行います。 
 お子様の手形又は足形をとって、身長、体重を記

入してプレゼントします。（初めて参加して下さ

る方には、お子様の成長の記録として手形をﾌｧｲ

ﾘﾝｸﾞしていけるようファイルをプレゼントしま

す。） 
 子育て相談  etc 
＜開催日時＞ 9/8（木）、10/12（水）、11/2（水）、12/2（金）10:00～ 
＜参加費＞ 無料 ＜申し込み＞参加希望の方は電話にてお申込み下さい。 

 

参加者募集！！ 

「わくわく秋祭り」！！ 
・ 日 時：令和 4 年 10 月 28 日（金） １０：００～１１：００ 

・ 場 所：清水こども園 （雨天実施） 

・ 参加対象：就学前の子どもと保護者(先着 5 組) 
・ 内 容：一時保育クラスの秋祭り活動に一緒に参加

して遊びます 
・ 持ち物 ：特にありません。各自必要なものをお持ちください。 

・ 参加費：無 料 

・ 申し込み：参加希望の方は、電話にてお申込み下さい。定員になりましたら

締め切らせていただきます。 
 
 行事中止のご連絡 
新型コロナウイルス感染症対策で密を避けるため、以下の行事については中

止とさせていただきます。 
 ８月１8 日（木）「映画観賞会」中止 
 ９月７日（水）「お楽しみイベント」中止 
 １０月８日（土）「運動会」地域の方の参加中止 

 

 
＊ 風邪症状（概ね平熱＋１度以上、咳や鼻水等の呼吸器症

状等）がある場合は、参加を控えて下さい。 
＊ 手指消毒や手洗いにご協力下さい。保護者は、原則、マ

スク着用をお願いします。 
＊ 来園時に出入り口にて検温させていただきます。概ね平熱＋１度以上の方

には、参加を控えていただきます。 

 

参加に当たってのお願い 



 

   
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
清水こども園は、「子育て広場」指定園として、下記のとおり一時保育を行っ

ていますのでご利用下さい。 
 
◎ 一時預かり保育（対象児：１才以上）一時的に保育が必要な場合：家庭内

の看護や母親の入院、通院、出産及びボランティア、リフレッシュ等で急

に保育が必要な場合。また、お子さんの生活体験の場として、一時的に保

育を行います。 
◎ 特定保育（対象児：１才以上）就労等による定期的な預かり： 

保護者の仕事、職業訓練等の理由で、最高週３日（曜日は固定）まで一時

保育を行います。（特定保育については、就労（就学）証明書が必要です。） 
 

保育時間 
午前８時３０分～午後４時３０分の間の８時間とします。 
＊ 保育時間（８時間）を超えた場合は、園規定の延長保育料が必要となります。 
＊ 土・日・祝祭日は一時保育は行っておりません。 
＊ お盆休み、年末年始は一時保育は行っておりません。 
＊ 電話相談は 9:00～16:30 で行っております。 

利用料金 
一時保育費用徴収金基準額表 

 単   位 年齢区分 金  額 
特定保育型 １   日 

（昼食代含む） 
３歳未満児 2,300 円 
３歳以上児 1,300 円 

 
一時預かり

型 

４ 時 間 
（４時間を超える毎に

同額を加算） 

３歳未満児 1,000 円 
３歳以上児 500 円 

給食１日につき 300 円 
 
〔備 考〕＊この表の適用にあたっての年齢は、その年度の４月１日時点の年齢とする。

1 歳の誕生日が来たらお預かりできます。 
＊規定保育終了時間（午後 4 時 30 分）を過ぎた場合は、３０分毎に５００円の延長料金

がかかります。 
＊登園後、お子様の体調不良等でお迎えに来ていただく場合、預かった時間から１時間以

内の場合は、保育料はかかりません。１時間を過ぎた場合は、半日料金となります。 
＊半日（4 時間）の対応：①8:30～12:30、②9:00～13:00、③12:30～16:30 の３ﾊﾟﾀｰﾝとな

ります。 
 

 

一時保育のご案内 
 

 
９月 

8(木）のびのびランド 
21(水) 遊びランド｢運動遊び｣ 

１０月 
8(土）運動会（地域の方の参加中止） 
12(水) のびのびランド 
28(金）わくわく秋祭り（内容検討中） 

１１月 
2(水) のびのびランド 
9(水) 遊びランド「さつまいもほり」（園児と合同） 雨天：10(木) 
25(金) 子育て講座「クリスマス制作」（リースを作ろう） 

１２月 
2(金) のびのびランド 
23(金) クリスマス会（園児と合同） 

１月 
12(木) のびのびランド 
23(月) 遊びランド「新聞紙遊び」 

２月 
3(金）豆まき（園児と合同） 
7(火）のびのびランド 
16(木）遊びランド「おひなさまをつくろう」 

３月 
2(木)  遊びランド「ふれあい遊び」 
7(火）のびのびランド 

 
 

子育て広場 今後の予定 
 

令和５年度の入園申込みについて 

１０月中旬発行の「広報さがみはら」に保育園等入所申込みについての記

事が掲載されます。併せて、保育認定（2・3 号認定）申込書の配布もスター

トします。また、園見学も随時受け付けておりますのでお問い合わせ下さい。 
 
当園は幼保連携型認定こども園ですので、幼稚園児（1 号認定）も若干名

入園することが可能です。つきましては、来年４月入園希望の３歳児（1 号

認定）を若干名募集致します。ご希望の方は園までお問合せ下さい。 
 

＜園庭開放＞ 
毎週月・水・金曜日 
10:00～12:00 




