みらいく入職式

各園よりご挨拶

みらいく小布施

施設長

れ﹂のような泣き

さんの﹁今生の別

んから離れるお子

ました︑保護者さ

は毎年恒例となり

年度のスタート

を見守り︑安心安全に通っていた

心を覚えていきます︒そんな成長

の取り合いをし︑時に譲り合いの

関わるようになり︑時におもちゃ

き︑園ではたくさんのお友だちと

少しずつ園の生活に慣れてい

理想とする保育﹂のリマインドを行いました︒
●ポジティブポストイット …
同期を知る︑同期に知っても
らう︒相手の良い面に気付くトレーニング︒

園して 年目とな

夜の保育園が開

近所の皆さまとの繋がりを日々大

に顔を出して挨拶をするなど︑ご

てきます﹂と︑通りがかりのお店

な行事が制限され

る中ですが︑小布施では今年も自園

の畑がある強みを活かして︑食育に

力を入れていこうと思います︒

昨年はジャガイモとサツマイモが

大豊作でジャガイモの種芋の植付け

やサツマイモの苗の植付けも子ども

たちと一緒に行いました︒

月下旬には既に

収穫時の子どもたちの笑顔と歓声

が印象的でした︒

みらいく保育園

園長

みらいく小布施

から異動となり今

年度みらいく保育

園の園長となりま

した︒

みらいく県町

ます︒今は

名から

連携推進員

開園時

スタートした県町

園も︑少しずつ子

どもたちが増え︑

園の様子もにぎや

歳児の月齢の

かになってきてい

歳児︑

月時点︶一人ひとりの成長

低いお子さんをお預かりしています

ので︵

や生活リズムに合わせて︑ゆったり

と保育を進めていきたいと考えてい

職員の皆さんも新しい園を自分た

ます︒

ちの手で形にできる喜びを感じなが

ら活躍してくれています︒職員同士

で丁寧にコミュニケーションを図り︑

子どもたちはもちろん︑県町で働く

職員にとっても安心して心地よく過

ごせる環境を整えていきたいです︒

中野みらいく保育園

施設管理者

新年度が始まり

ヶ月が経とうと

しております︒

新しい環境にな

じんでくれたか

保育園にきてくれるかな？

な？今日も笑顔で

げてきたみらいく保育園のアット

ハラハラしながらもお子さんの登園

登園した時の表情や︑お散歩中の

すこし

ホームな保育に長年の保育経験を活

を心待ちにしています︒

言動などの小さな変化や成長を大切

ガイモ︑サツマイモ︑保護者の方か

今年度は庭の畑を少し広げ︑ジャ

を傍らで見守ることができることに

ます︒一人ひとりのお子さんの成長

える保育園にしたいなと思っており

にして︑一人ひとりの想いに寄り添

らいただいたイチゴの苗を植えまし

感謝して︑一日一日の保育に臨んで

します︒

本年もどうぞよろしくお願いいた

た︒子ども達と収穫を楽しみにしな

年にしたい

いきたいと思っております︒

と思います︒

の心躍る経験ができる

がら実体験を大切にして︑たくさん

思います︒

なるよう精一杯努めてまいりたいと

にとって楽しく居心地のいい場所と

かして︑子ども達や保護者の皆さま

設立から築き上
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新年度スタートにあたり各園管理
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新年度に入り

ヶ月が経ちまし

たが︑新型コロナ

声から始まりまし

だける園を目指して奮闘中です︒

ジャガイモの植付けが終わり︑今か

●私たちの夢とビジョン …
これから 年でそれぞれが実現
したい仕事やプライベートの夢︑目標↓個人の目標と法人
の目標の接点↓法人の目標を自分化する︒

りました︒手探り

切にしています︒様々な行事も﹁夜

0

の先生からメッセージをいただき
ました︒︵

いで園を離れていきます︒その分︑

た︒保護者さんたちがとても心配そ

園庭が無い為︑周辺の公園など

らどんなお芋が収穫できるか楽しみ

施設長

うな顔をしながら後ろ髪引かれる思

に遊びに行く事が多い早苗町です

です︒

みらいく高田

冒頭の代表理事挨拶では﹁みらいく﹂について説明があ

主任保育士

が︑行く場所も色々です︒鶴賀消

ウィルスの蔓延が

り︑育成指南書を参考に﹁法人の目指す保育園︑行動指針︑

新年度を無事に

防署へ消防車や救急車︒柳町交番

再会の笑顔や安堵の涙でもらい泣

理想とする保育﹂の共有と︑法人の今年の目標﹁知識と礼節﹂

迎えることができ

へパトカーと︑見る事ができると

●豆腐研修 …
誰のために仕事をするか︒仕事をする意味・
意義と﹁みらいく﹂で働く目的・意義↓自分のやりたいこ

せんが︑細やかでも出来ることを

で進めてきた夜間

の保育園ならでは﹂にこだわり︑

行い続けています︒散歩時に﹁いっ

保育ですが﹁子ど

安全に楽しめるように工夫しなが

主任保育士

もや保護者の皆様

ら行っています︒

今後も子ども一人ひとりに寄り

が安らげる場所で

あるように﹂と心掛けてきました︒

添い﹁温かく見守る保育﹂を心が
けていきたいと思います︒

昨年から続くコロナ禍で地域交
流イベントなど思うように行えま

収まりません︒色々

グループワークでは﹁ポジティブポストイット﹂﹁私た

嬉しく思います︒

大盛り上がりです︒パン屋さん︑

とが組織にいると実現しやすい︒組織の役割に協力し社会
のために働く︒

これからも地域の方に見守られ

きをしそうになります︒

ちの夢とビジョン﹂﹁豆腐研修﹂を行い︑グループワーク

月当初は︑園児

八百屋さんなど商店街めぐりも楽

や過去の目標について共有しました︒

を経て︑一日の振り返りと﹁法人の目指す保育園︑行動指針︑

も職員も慣れない

しんでいます︒
だったのだろうと

ながら︑園児も職員も安心して過

●連携推進員の先生にインタビュー

最近の子どもたちの落ち着いた姿︑

ごせる保育園にしていきたいと思

名という小規模な園なので︑園児一人ひとりを

屈託のない笑顔を見てしみじみと感

定員

しっかりと見ることができます︒他企業様ビル内のワンフ
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います︒
じています︒

なります︒職員同士が連携して安全面に気を配り︑環境も
考慮したベストな保育を考えていきます︒ビジネス街では
ありますが︑近くに公園もあり︑地域の商店や図書館︑消

歳児

階

防署も近いので︑地域交流も積極的に行っていきたいです︒

名︑

企業が連携企業となっている

北野建設株式会社︑信州子育てみらい

歳児

026 214 8
ｰ
ｰ 526
歳児 名︑
名︵

長野市県町528番地 北野建設本社別館

みらいく県町

●園の概要
施設名
所在地
電話番号
定員

月取材時点︶
園舎ページ

夜の保育園みらいく

ロアということで︑みらいくの保育園では初めての環境と

みらいく早苗町

中︑緊張の連続

新聞
日︑みらいくの入職式を早苗町

1

4

月

階多目的ホールにて行いました︒

みらいく県町 開園
この春に新しく﹃みらいく県町﹄が開園
しました︒北野建設株式会社様と信州子育
てみらいネットが共同設置した企業主導型
階ワン

5

3

保育園です︒北野建設本社別館の

広報係

3

1

信州子育てみらいネット

4

4

発行元：
2

1

3

4

9

2021 年 6 月
第 十 号
1

https://chiikihoiku.net/preschool/agatamachi/

みらいく

︵

ネット︑園の周辺施設

企業主導型保育園

4

6

0

4
3
フロアが保育園となっています︒

外看板

4

1

3
▲ 保育室

12
12

HP

4

第 10 号（１）
みらいく新聞
2021 年 6 月

行事紹介
*

みらいく小布施

みらいく早苗町

年間行事計画ではもう少し後にお花見の予定でしたが︑今年は開花が早ま
るということで日程を繰り上げました︒普段も遊びに行っている公園へお散
歩に行き︑桜の木を眺めたり︑大きい桜の木の下で集合写真を撮ったり︑思
い思いに遊具で遊んだりしました︒
公園内は遊具の方にも広場の方にも桜の木が
たくさん植わっているので︑どこへ行っても桜
歳児さんの中には︑桜の花びらを

の木の下や桜の花びらが舞っている中で遊べて
いました︒
集めたり︑木の幹に触れている子もいました︒
それぞれ年齢らしい桜への親しみ方をしていた
かなと感じています︒
子どもの目線は低いので目の前のものにまず
興味がいきますが︑このような行事の機会を設
けることで︑春の様子や自然に触れる良い機会
になったかなと思います︒
朝に園を出発して柳町公園に向かいました︒この日は職員の人数が多かっ
たので︑子ども達それぞれの傍につくことができました︒砂遊びやブランコ・
すべり台の遊具で遊ぶ子︑お花が咲いているのを観察する子︑シャボン玉を
する子︑水道に興味を持っていたずらする子︑小さい神社の鈴を鳴らしてみ
る子など︑思い思いに自由に遊んでいました︒
園に帰ってからのお昼ご飯では︑保育室の中
月初めのお散歩時に桜と一緒

に桜の花のすだれが飾られていたり︑各クラス
の春の製作物や
に撮った写真が飾られていて︑お花見会の雰囲
気が溢れていました︒この日の給食は︑給食の
先生がお花見献立をお弁当に詰めて提供してく
れました︒くまさんの形のご飯や︑桜の飾りが
ついたとても可愛いお弁当で︑子ども達は蓋を
開けた瞬間に﹁わぁ！﹂と目を輝かせて︑喜ん

中野みらいく保育園
・

歳児さんで午前おやつを持って︑

歳

歳児さんは慣らし保育期間

園から少し距離のある広い公園にお散歩に
行きました︒
中なのでこの日は合流せず︑次の日に
児さんだけで行きました︒
桜の下でレジャーシートを敷いておやつ
を食べ︑その後は自由遊びを楽しみました︒
落ちている桜の花びらを見付ける子や︑桜
の木の周りをぐるぐるとまわる子など︑そ
れぞれ自由に遊んでいました︒クラスごと
にベンチに座って桜と一緒に写真も撮りま
した︒
おやつを持って公園で食べることは普段
から度々やっており︑今回のお花見にも取
り入れました︒﹁お菓子とお茶を持って公
園に行くよ﹂と言うと子ども達は喜んでく
れて︑レジャーシートに座ってみんなでお
やつを食べるのが︑遠足感もあって楽しそ
うにしていました︒喜ぶ姿が見られてよ
かったです︒

の幹を描いた大きい台紙に︑子ども達が濃いピンク・薄いピンク・白のお花

この日はあいにくのお天気だったので室内でお花見会を楽しみました︒桜

張っていました︒桜は咲き終わっていまし

パックのリンゴジュースを並んで座って頬

た︒シートを広げた瞬間に座る気満々で︑

みらいく県町
お花見の予定から時期をずらしてお散歩
ごっこを行いました︒芝生や遊具のある公
園に行き︑レジャーシートに座っておやつ
を食べて︑ちびっ子マウンテンや小さい子
が乗れる遊具などで遊びました︒子ども達
はいつもと違うお散歩だと分かったみたい

紙をくしゃくしゃと丸めて貼っていき︑みらいく保育園の桜の木を満開にし

たが︑ピンク色のお花が咲いていて︑お花

で︑道中もニコニコとご機嫌にしていまし

てもらいました︒年齢月齢によってぎゅっと握った花やふわっとした花など︑

をバックにみんなで写真を撮ったり︑日向

でよく食べていました︒

それぞれらしいお花ができ︑良い味わいになったなと思います︒

うに公園さながらに花びらをたくさん飾りまし

ということで︑子ども達に更に驚いてもらえるよ

度に感動してくれています︒今回はお花見ごっこ

貼ってあったのですが︑子ども達はホールに行く

﹁お天気が悪いから残念だね﹂ではなくて︑

た︒

たり︑記念撮影をしたり︑たくさん楽しみまし

ウェットテッシュを使いました︶春の歌を歌っ

やつを食べたり︵外にいる感じが出るように

今回のお散歩ごっこは異年齢交流の良い

りを大切にしていきたいです︒

交流する機会になるので︑そういった関わ

した︒園の外に出かけることで地域の方と

がある商店街の方が声をかけてくださいま

満開になった桜の木の下でシートを敷いてお

た︒﹁わぁ！﹂と声を上げて喜んでくれて︑お弁
室内でも楽しめる活動になったかなと思いま

機会になりました︒これからも小規模園ら

したり︑体をたくさん動かして遊びました︒もと

歳児さんはお散歩車に乗り︑

午前おやつを持って︑中野市立図書館の広場へ
出発しました︒

午前おやつを持って︑北部レクリエーション
パークへ出発しました︒子ども達は﹁お外でおや

歳児さんは歩いて行きました︒普段から出かけて つを食べるよ﹂と聞くやいなや︑すごいスピード
歳児さん

公園に着き︑日陰にレジャーシートを敷いてお

おやつの後は小さい子用の遊具やお山のところ

レジャーシートを敷いて︑みんなで座っておやつ やつを食べました︒子ども達はとても楽しみにし
を食べました︒その後はみんな思い思いに遊んで ていたので︑嬉しそうなお顔で夢中になって食べ
ていました︒
広場から電車が通る様

子が見えるのですが︑電 で遊びました︒すべり台や小さいジャングルジム
ン玉を追いかけたり︑思い思いに楽しんでいまし

車が通る時のカンカンと に挑戦したり︑お山でかけっこをしたり︑シャボ
いう音が聞こえてくる

と︑子ども達は電車が見 た︒お友達同士で遊具を譲り合う姿が見られ︑と
える場所まで走って行っ ても微笑ましかったです︒
園に帰ってきてからの給食は︑みらいく保育園
ていました︒他にも︑落
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入らない他クラスのお部屋に入れたことにドキドキ

歳児︶

やワクワクを感じながら探検を楽しんでいました︒

ちているさくらんぼのよ で初めて︑園のテラスで食べました︵ 歳児さん︶︒
●クラスの様子︵担任の先生より︶
うな実を拾ったり︑追い 先生がお弁当を入れたバスケットを持ってくる
○こあら組︵ 歳児︶
○うさぎ組︵

愛いおにぎりが入っていたのですが︑蓋を開けた

かけっこでたくさん走っ と︑子ども達は目をキラキラさせていました︒お
たり︑子ども達のパワー 弁当には︑パンダ・ペンギン・サルのかたちの可

が溢れていました︒

途端﹁わぁ！﹂﹁パンダ！ペンギン！サル！﹂と
園に帰って来てから
は︑園庭に大きいシート 子ども達から歓声が上がっていました︒とても喜
を広げて︑ ・ 歳児さ んで食べていて︑﹁お外で食べるのおいしいね﹂
ん合同で給食お弁当を食 と言っている子もいました︒後日﹁またお外で食
べました︒園庭で給食を べたい﹂という声もあり︑良い経験になったかな
食べるのは今年度初めて と思います︒
おやつや遊び︑お弁当など︑一つ一つを子ども
・ 歳児さ
で︑普段も

んが同じ場所で一緒に給 達が嬉しそうに参加してくれて︑こちらが思って
食を食べることがあまり いた以上に﹁うれしい！﹂﹁たのしい！﹂と反応

う子はいなくて︑子ども達の楽しそうな姿がたく

す︒また︑いつもと違う環境でしたが泣いてしま

なと考えていたので︑取り入れられてよかったで

きました︒外でおやつや給食を食べられたら良い

前担当された先生にお聞きしながら計画をしてい

行事の計画を担当するのが初めてでしたが︑以

した︒

ないので︑先生やお友達と一緒に食べられて喜ん をしてくれました︒全体を通して遠足を楽しむ様
でいました︒給食もおやつもたくさん食べていま 子が見られたのでよかったです︒

いました︒

広場に到着してから︑木陰になっている場所に

と過ごしました︒

各クラスで製作したこいのぼりを保育室に飾り︑
話ししながら歩いていました︒ 歳児さんは午睡 はお散歩車︑ 歳児さんは先生と手を繋いで歩い
があるので遠足には一緒に行かず︑園でゆっくり て行きました︒先生とお話ししたり︑何かを見付 ﹁他のクラスのも見てみよう！﹂とクラスごと園内を
けて指さしたり︑春の風景を楽しんでいました︒ まわりました︒季節の行事に触れると共に︑普段は

いる場所なので︑道中も慣れた様子で︑先生とお でお散歩の支度を済ませていました︒

公園に着く前に︑以前もお会いしたこと

当を食べながら花びらを指さす姿もありました︒
す︒製作した桜の木は︑登降園時に保護者の方

に当たりながら気持ち良く過ごせました︒

お昼のお花見とはまた違いますが︑手作りの桜満

しさを生かした機会を作っていけたらと思

キュウリ・ナスの苗植えをし

もと晴天時の計画では大きい公園に行き︑体を動

みらいく保育園

から見える場所に貼りました︒﹁きれいですね﹂

ました︒先生が﹁優しくね﹂

かす遊びの時間を多く取ろうと思っていました︒

中野みらいく保育園

開の空間の中でお花見を再現した楽しい行事にな

みらいく保育園

0

0

お
* 花見
みらいく高田
みんなで午前おやつを持って三重公園へお散歩
に行きました︒今年は例年に比べ桜が咲くのが早
そんな時は
く︑当日は公園の桜が咲き終わり ･･･
先生達のイマジネーション力を発揮☆﹁桜が見え
てきた〜！﹂﹁満開だね！﹂と声をかけ合いました︒
子ども達は花より団子で︑ピクニック気分でレ
ジャーシートに座ってパックのお茶とおやつを嬉
しそうに食べていました︒当日は咲き終わってい
ましたが︑前の週のお散歩で桜は見ていて︑舞っ
ている花びらを捕まえて遊ぶ姿もありました︒
お昼ご飯は給食の先生手作りのお弁当！園庭で
歳児さんの製作した

食べる予定が︑風が強く︑保育室の中で遠足気分
で食べました︒保育室では
手形の桜が綺麗に咲いていて︑いつもと違う雰囲
気の中で楽しみながら過ごすことができました︒
昨年のお花見はコロナの影響で外に出て行けな
かったので︑今年は園外で行事ができてよかった
です︒いつもとは違う様々な経験ができるような
機会をたくさん作っていきたいです︒

夜の保育園みらい く
階ホールの壁一面に製作の桜の木を貼り︑先

生達のアイデアで︑紙で作った桜の花びらを天井
から吊るしたり︑花びらの絨毯のように床に敷い
たり︑ホールの中を春の桜の雰囲気でいっぱいに
しました︒ピクニック気分でみんな揃って手作り
のお弁当を食べ︑花びらを拾って集めるなど思い
思いに遊びを楽しみました︒
ホールの壁一面に貼った桜の木の製作は︑先生
達が和紙をピンク色に染め︑子ども達が絵の具を
月から

2

います︒

手足につけて自由に色付けしました︒

1

と声をかけていただき嬉しかったです︒

と声をかけると︑子ども達は

今回︑保育室の中にはなりましたが︑子ども達が

2

りました︒

*

雰囲気をたくさん楽しみました︒

当日はあいにくの雨でしたが︑園の中で遠足の

みらいく県町

春
* の遠足

小布施園は遠足ごっこ＆野菜の苗植えを行いまし
た︒行事計画は担任で話し合い︑各クラスの子ども
一緒に食べました︒その後おはじまりの会をして

保育室にシートを敷いて午前おやつをみんなで

日は登園人数が多く︑ちょうど畑の苗植えの時期な
から︑遠足にちなんで︑紙を丸めて作る﹃おにぎ

達の様子など相談しながら決めていきました︒この
ので︑行事の中に苗植えを取り入れました︒
﹃おにぎり作り﹄は︑雨天でも遠足の雰囲気が

り作り﹄の製作をしました︒

畑へ出かけ︑ブルーシートを敷いてピクニック気分
味わえるようにと思い取り入れました︒また︑こ

歳児さんで小布施園の

でおやつを食べました︒周りをキョロキョロと見た
の日はお弁当給食だったので︑﹁お弁当が楽しみ

・

り︑パックのお茶でお友だちと乾杯したり︑お友だ
だね﹂とお話ししながら製作をしました︒子ども

午前おやつを持って

ち同士でお話しながらピクニックを楽しんでいまし
達はすごく集中して楽しみながら作っていまし
た︒

た︒おやつの後は草花を摘んだり︑畑の中を走った
りなど楽しんでいました︒

本当に優しく持ち︑手を添え

たくさん体を動かしてのびのびと遊んでくれてよ

1

2

その後︑ 歳児さんが合流
自由遊びでは︑段ボールで作ったトンネルをく
し︑ 歳児さん中心でトマト・ ぐったり︑マットのお山を登ったり︑風船遊びを

ていました︒先生が﹁土のお
かったなと思います︒

保育室の中ではありましたが︑製作や体を動かし

に助けていただいて開催できたと感じています︒

初めての行事計画担当でしたが︑周りの先生方

うに食べていました︒

お楽しみのお弁当給食は︑みんなとても嬉しそ

布団をかけるよ﹂と言うとそ
うっとかけて︑﹁大きくなっ
てね﹂と言うとみんな真似を
して言っていました︒その姿
がとても微笑ましかったで
歳児さんは苗植え

て遊ぶことができて︑遠足の楽しさを味わえたか

・

の様子を見学しましたが︑興

す︒
味深げに指さしたり︑﹁やり

えたら嬉しいです︒

しました︒おうちでも遠足の雰囲気を感じてもら

この日のおにぎり製作はおうちへお持ち帰りを

なと思います︒

歳児さんに自分の

たい！﹂という声もありまし
・

2

行事紹介

3

4

2

2
1

さん見られてよかったです︒

は手持ち棒を付けて降園

様子でした︒自分の製作

旗にも興味を持っている

手に持ったこいのぼりの

しながら見ていました︒

を指さしたり︑ニコニコ

他クラスのこいのぼり

作ったこいのぼり☆指を

応がよかったのは自分が

使ってみました︒一番反

歩ロープを練習も兼ねて

園内をまわる際は︑お散

とが楽しかったようです︒

クラスのお部屋に入るこ

園内をまわったり︑他

さして喜んでいました︒
歳児︶

作ではスタンピングでう

持って見ていました︒製

を指さしながら︑興味を

飾られたこいのぼり製作

て遊んだり︑各クラスに

こいのぼりの旗を持っ

る機会がないので︑色々

は他クラスのお部屋に入

する子もいました︒普段

に自分の製作をアピール

交流になりました︒先生

り︑ちょっとした異年齢

の製作を説明する姿があ

たんしたんだよ﹂と自分

他クラスの子に﹁ぺっ

○ぱんだ組︵

ろこを表現しました︒慣

なお部屋に入ることがで

歳児︶

れてくると自分からポン

きて楽しそうでした︒
ました︒

ポンとたくさん押してい

○りす組︵

見て嬉しく思いました︒

ギュッと握っている姿を

ました︒子ども達が

時にお持ち帰りいただき

1

2

2

0

1

た︒
遠足のお弁当は︑前日に

好きな絵柄のお弁当箱を選んでもらいました︒保育
室にシートを敷いて遠足気分で食べたのですが︑お
弁当を見て﹁わぁ！﹂と感動する子や︑お弁当箱の
絵柄を指さして喜んでいました︒普段よりも量をよ

歳児さ

いつもと違う雰囲気の中で︑楽しそうな姿がたく

く食べたり︑苦手なものも食べられていました︒
さん見られてよかったです︒植えた野菜は

してもらうので︑今から楽しみです︒

来週はさつまいもを植えます︒子ども達にも収穫を

ん中心で水やりのお世話をします︒︵取材時点から︶

2

2

0

1
2

1

2
2

0
1

1

1

0

みらいく小布施
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法人の取り組み

階ホールにて﹃みらいくヨガ教室﹄を開催し

みらいくヨガ教室 開催
月より早苗町
3

職員のメンタ ルヘルスケア
『セロトニン幸せBOX』 『リズ ム体操』
4

●開催趣旨

階ホールのPCをオンラ

ばれる﹁セロトニン﹂の分泌を増やす取り組みを始めました︒セ
ロトニンを増やすには﹁セロトニンの原料となるトリプトファン ●夜の保育園

セロトニンの分泌を増やす食べ物も知ってもらうことを目的

●夜の保育園

講師の先生

ヨガに興味をお持ちの方がどれくらいいらっしゃるのかわか

らなかったので︑人数が集まるのか不安でしたが︑初回からた

ヨガとは繋ぐという意味ですが︑心と体は繋がっています︒

体の健康＝心の健康︑その逆も言え心の健康＝体の健康です︒

たので︑夜の保育園だけではなく︑みらいく職員全体に間口を広 自分の心と体を内観し︑今の自分自身の状態を知ることで心地

げるのが良いのではないかと考えました︒法人では今年度︑メン 良くいられる場所を探す︒その練習でもあります︒

現在は職員の参加しやすい日程で月

回の開催しており︑

回 レッシュしにいらしてください︒体を動かしてスッキリしたい！

に︑﹁セロトニン幸せBOX﹂を各園に設置しました︒おやつは タルヘルスケアに力を入れて取り組んでいるので︑﹁セロトニン
体が硬くても全然問題ありません︒心も体も十人十色ですか
法人が用意し︑毎月中身を更新します︒またセロトニンについて 幸せBOX﹂と平行してヨガ教室の提案をさせていただきました︒ ら︑普段頑張っているご自身へのご褒美の時間と考えぜひリフ
解説した資料をBOXに貼り︑おやつを選ぶ際に目に入るように

☆

栄養士職員とも連携していきたいと考えています︒

らっしゃっています︒一度参加された方は全員がリピートしてく

月のラインナップ︵セロトニン幸せBOX添付﹁セロトニン ださっています︒呼吸や筋を伸ばすヨガは年齢や性別に関係ない

ので無理なく取り組めますし︑始めるハードルも低いと思うので︑

参加人数が増えたり希望の声が

あれば︑ニーズに合わせた開催を

検討しています︒人数が増える場

部制にしたり︑曜日

・前回よりできる︵伸びる︶ようになった︒

・体が硬くならないうちに毎週やりたい︒

・体が軽くなった︒

・偏頭痛がひどかったが︑ヨガをやったら楽になった︒

・気分が晴れやかになった︒

・痛くてあがらなかった肩が上がるようになった︒

理想は﹁行きたいと思った時に気

で分けることも検討しています︒

○参加費

○対象者

無料

みらいく職員

●みらいくヨガ教室

・前回︑肩の力が抜けなかったが今回は意識できるようになった︒

軽に参加ができる﹂です︒密にな

○持ちもの

☆

月

日の開催はzoomでも参加ができるようにしました︒

○参加希望の際は︑各自の上長へお伝えください︒

動きやすい服装

ヨガマット︑タオル︑水などの飲み物

らないよう工夫しながら︑大勢の

○服装

えていきたいです︒

方が参加できるようなかたちを考

合は時間を

●参加者の声

しています︒食べながら資料を読んでいただき︑少しずつ知識と の開催につき 名程に参加をいただいています︒職員のお子さん そんな皆様のお役に立てればとても嬉しいです︒気軽な気持ち
して知っていってもらえたらと思います︒栄養学と関係するので︑ が参加されることもあり︑子供から大人まで幅広い年齢の方がい でご参加いただければと思います︒

1

新入職員も管理職も一緒に目標を達成するための仲間として
相互理解を深めていくことが大きな目的です︒また新入職員に
は質問しやすい法人の風土を感じてもらいたい︑管理職員には
リーダーとしての役割の再認識をしてもらいたいという法人の
思いから毎年開催されています︒

●開催担当の先生にインタビュー

10

気軽に参加していただけたら嬉しいです︒

作︓夜の保育園みらいく職員

とは？﹂資料より説明を抜粋︶
①アーモンドチーズフィッシュ ／ チーズ
チーズ︑アーモンド︑魚は
inかまぼこ …
トリプトファンが豊富な食材︒歯ごたえの
あるものを噛むこともセロトニンの分泌を
高める︒
セロトニンの材料となるトリプ
②バナナ …
トファン︑ビタミン︑炭水化物が全て入っ
ているため効率的にセロトニンを作れる︒
興奮系の神経
③GABAチョコレート ･･･
伝達物質の分泌を抑え︑ストレスを和らげ

4 月あるある

全体的に和やかな雰囲気の中で質問と回答が進行し︑ひとつ
のチームとしての意識を醸成していくことができたように思い

ます︒また︑新入職員のフレッシュな目線からの質問で管理職

員に今までなかった気づきが生まれるなど︑参加した全員にとっ

2

2

て非常に有意義な時間になりました︒
この意見交換会をきっかけに立場を問わず︑リラックスした

雰囲気の中︑ポジティブな気持ちで色々な意見やアイデアが飛
び交うような時間がさらに増えていくと嬉しいですね︒

●参加者の声
・自分が質問した内容だけでなく︑他の
方の質問で研修や保育の進め方など︑

る作用がある︒
セロトニン合成に
④鉄分︵タブレット︶ ･･･
必要不可欠な鉄分︒特に女性は鉄分が欠乏
しやすい︒
運動については︑勤務時間内にリズム体操を取り入れて実施し

25

色々な方の質問を聞くことができ︑
様々な面でとても参考になりました︒
・保育はもちろん︑研修などについても
アドバイスをいただき︑心強い気持ち
になれました︒今後の 自分の保育に生

は他にも︑夜の保育園でヨガ教室を開催しています︒

ています︒体操の内容や時間帯は各園のやりやすいかたちで︑施
かしていきたいと思います︒
・新入職の皆さんの質問や疑問に対して 設長や主任・副主任を中心に計画していただいています︒子ども
自分の言葉で説明する場をいただき︑ 達と一緒に朝の体操で取り入れている園が多いようです︒運動で
伝え方について学べる良い機会になり

これらの取り組みの他︑メンタルヘルスについては﹁みらいく
ました︒
・特に学び︵研修︶についての質問が多 メンタルヘルス通信﹂を発行していきます︒
メンタルヘルスケアの取り組みは︑なるべく職員の皆さんの負
担にならないようにしたいと思っています︒おやつや体操などで

く︑皆さんの向学心を感じました︒

色々な方の意見を参考にしながら自分

楽しく取り入れて︑楽しみながらメンタルヘルスケアに繋がって
いけたらいいなと思います︒

の糧にしていっていただければと思い
ます︒

5

5

﹁就業規則﹂など多岐に渡りました︒

育﹂
﹁法人の取り組み﹂
﹁人材育成﹂
﹁研修﹂
﹁地域交流・職員交流﹂ の中で︑食べ物と運動の２つに着目しました︒

を多く含む食品をとる﹂﹁適度な運動を行う﹂﹁感動の涙を流す﹂
いく﹂で働く上での疑問などを一人ずつ順番に質問し︑それに
ヨガの取り組みは元々︑夜の保育園の職員で休憩時間に行って ヨガは呼吸︑肉体︑精神様々な面からのアプローチによって整
対する回答を担当部門の管理職員が行いました︒質問内容は﹁保 ﹁しっかりと睡眠をとる﹂﹁日光を浴びる﹂などが効果的です︒こ いました︒やってみると気持ちが良く︑良いリフレッシュになっ えていくことができます︒ポーズの完成が目的ではありません︒

主任保育士

ています︒夜の保育園の先生が講師となり︑参加はみらいく職員 くさんの方にご参加いただき︑また続けてご参加くださり嬉し
●看護師の先生にインタビュー
みらいくでは今年度︑職員のメンタルヘルスケアに力を入れて が対象です︒開催提案者と講師のお二人︵夜の保育園職員︶にお く思います︒まだ数回の開催ですが︑体や心の変化をお感じの
日︑新入職員・管理職の意見交換会が開催されました︒ 取り組んでいます︒その一環として５月から︑幸せホルモンと呼 話を伺いました︒
方もいらっしゃるようで嬉しいです︒

11

各園PCと管理職員が集まる早苗町

5
インで繋げ︑今年度新入職者および前年度途中入職者が﹁みら

3

月

新入職員 ・管理職の意見交換会

第 10 号（4）
みらいく新聞
2021 年 6 月

