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現場 は

「 女性や若 者の多様な働き方 を
広げよう」
「 パートタイムの労働者
の賃金水準は欧米が正規職員の
80％に対し、日本のそれは 60％で
ある」と安倍首相は述べている（平
成 28 年 9 月働き方政革資料要旨）
当保育所は 1 日 8 時間 1 ヶ月 161
時間労働を正職としているが、子
供や高齢者をお持ちの方は 1 日 6
時間 1 ヶ月 121 時間勤務でも正職
としている。
ただし、低年齢児は発熱や体調
不良が頻発するので、子持ち保育
士は 5 人の保育士に１人の割り合

なんです。

いに制限して助け合いをしてい
る。
又、パート保育士の初任の時給
は正職保育士の時給の 93％であ
り、賞与も一定割合で支給してい
る。更に「パート保育士だからと
いって掃除・洗濯のみさせるのは
良くない、正職保育士もパート保
育士も共に保育もし、掃除・洗濯
をするようにしよう」と呼びかけ
ている。職種による差別化を避け
るためである。子供の目線や父母
の目線からみても差別のない労
働環境の方が良いと考える。

転職・再就職支援「企業サイドの問題」
子育て女性を雇わないという風土

ただし、為政者の安倍首相が言
うように「多様な働き方」は現場
では容易でない。パート保育士に
どこまで責任ある仕事をしてもら
うかはなかなか難しいのである。
2016.11.30 理事長 佐野 浩

読 み 聞 か せ の す す め

本を読みながら自然に映像を思
い浮かべている時、ふと幼い頃の
[今月の目標]
〇クリスマス会やお正月の行事を
通し、行事の意味を知り、参加
することを楽しみにする。
〇正しい手洗い・うがいの仕方を
身につけ、感染症予防をする。
[今月の運動計画]
駅 前：マラソン・ブランコ
第 二：マラソン・ブランコ
荻 窪：マラソン・ブランコ
武蔵境：マラソン・マット運動
[トピックス]

↑さわやかな秋晴れの日に開催された
武蔵境コスモのフリーマーケット。

母からの読み聞かせを思い出しま
す。文字だけの情報から情景を想
像できるのは母からの読み聞かせ
があったからなのかもしれません。
絵本は幼児にとって自分のため
に読んでくれているという「幸福
感」を満喫することができます。
[今月の予定]
１日(木)歯科検診(武蔵境 10：00
～)
６ 日 (火 )歯 科 検 診 （ 第 二 ・ 第 四
14：00～）
９日(金)歯科検診(駅前 9：00～)
避難訓練(地震：駅前・第二、火災：
第四)消防署立会い訓練(荻窪)
12 日(月)避難訓練(地震：武蔵境)
15 日(木)身体測定(全園共通)
17 日(土)クリスマス会(全園共通)
時間は各園異なります。 [お知ら
せとお願い]の欄をご覧くださ
い。
20 日(火)誕生会(第二)
21 日(水)誕生会(荻窪･武蔵境)
０.１歳児定期健康診断(武蔵境)
22 日(木)誕生会(駅前・第四)
12／29 (木)～1／3 (火)年末・年
始休暇

また、好奇心をかき立てられた
り、友だちとの関わり方、優しさ、
悲しさ、美しさなど多くのものを
学び取り豊かな感受性が生まれま
す。親子のコミュニケーションツ
ールの１つとしてお勧めします！
荻窪コスモ保育園施設長 山田 和美
食育
だより

風邪に負けない食事

寒さと乾燥で風邪が流行り
やすくなる季節です。抵抗力
をつけて風邪に負けない身体
にするために、3 つの栄養素
を気を付けてとりましょう。
①ビタミンＣ【免疫力ＵＰ】
ブロッコリー、いちご等
②ビタミンＡ【粘膜を強化】
南瓜、人参、レバー等
③レクチン【免疫機能活性】
大豆、じゃがいも等
もし風邪をひいてしまった
ら消化の良い、温かい食事を
とりましょう。油分、塩分、
繊維を多く使ったものは負担
になるので避けましょう。
統括栄養士 石川 奈津美

[五保育園理事会報告]
[荻窪コスモ]
1.ＳＩＤＳ対策・苦情処理マニュ
アルについて改定。（全園共通）
2.2016 年 10 月からの労働条件の
改善についての報告をした。手
当、時給の見直しが執行される
ことに。（全園共通）
[第四コスモ]
1.保育士の確保に向けての進捗状
況及び、今後の予定について報
告した。
2.年１回、歯科検診を実施するこ
とについて。（全園共通）
3.運動会の反省。（全園共通）

[武蔵境コスモ]
1.武 蔵 野市 子育 て事 業と し て 11
月 5 日（土）にフリーマーケッ
トを開催した。
2.近隣との話し合いで防音壁をつ
けて欲しいとの要望があり現在
騒音調査できる業者に依頼中。
[駅前コスモ]
1.小金井市“市報こがねい”に平
成 29 年度入園の募集人数を掲
載した。
（駅前・第二・第四・第
六）
2.平成 29 年度募集人数を報告。定
員 86 名となり増員する。

[第二コスモ]
1.11 月１日より管理栄養士の川
島直子が入職。
2.10 月 24 日、第三者評価アンケ
ートを保護者、職員に配布した
後、10 月 31 日に回収した。
（ご意見ご要望は各園とも父母
代表理事へ）
次回理事会 12 月 10 日（土）
10 時～ 武蔵境コスモ保育園

[こどもは王様!!]
【チクチクに入っていたね】
(駅前)かもめぐみ(２歳児)
今月の製作は
栗山公園の風景
を思い出しなが
ら栗を作りまし
た。今回は折り
紙やはさみにも
挑戦し、みんな
真剣な表情で一生懸命作って
いました。担当 桑山 佳代子
【たのしいね、いろんな音 】
（第四）こあらぐみ（２歳児）
クリスマス会に向けタンバ
リン・マラカス・ギロなど様々
な楽器に触れ、音色を楽しん
でいます。当日は皆で合奏！
楽しみです。担当 池田 圭吾
総
務 システム化を
部 会 報 告 目指して
報 会社のシステムについて、
告

いままで書類で行っていたも
のの電子化やシステム化への
移行及び導入を目指しており
ます。
例えば、人事システム・園
児システム・防火システム・
事故防止カメラシステム・防
犯防止カメラシステムなどが
あります。
導入については、実際に導
入するか可否を含め慎重に検
討してまいります。
総務担当 板橋 誠

【リズム遊び大好き！！】
（武蔵境）なでしこぐみ（１歳児）
音楽が聞こえてくると、笑
顔で体を動かして楽しんでい
ます！ ピアノに合わせて
色々な動物さんになるのも大
好きです！ 担当 藤井 明子
【たのしいね！】
（第二）たんぽぽぐみ（０歳児）
もうすぐクリ
スマス会！ 大
好きな絵本の真
似っこに挑戦。
とっても上手で
何度も楽しんで
います。拍手を
沢山もらい笑顔のたんぽぽさ
んです。 担当 上田 史帆

【地域のお掃除をしました！】
(荻窪)ぶどうぐみ(３・４・５歳児)
散歩で歩く川
沿いや、公園に
行き清掃活動を
行いました。ゴ
ミを見つけて大
喜び！！ 公園
も子ども達の顔
もピカピカ輝いていました。
担当 日吉 雄一郎
【手つなぎ歩き練習中！】
（駅前）かめぐみ（０歳児）
クラス全員の子が歩けるよ
うになり、散歩では手つなぎ
歩きの練習をしています。寄
り道をする事もありますが頑
張っています！担当 加藤 梓

[お知らせとお願い]
〇冬の感染症が流行する時期で
す。重要事項に記載されている
「感染症マニュアル」をよくお
読み下さい。特に感染力の強い
インフルエンザに家族がかか
っている場合は登園をお控え
下さい。
〇クリスマス会を 12 月 17 日(土)
に行います。駅前・第二・荻窪・
武蔵境は二部部制になります。
下記時間は開始時間です。
・駅前 ０.１.２歳児 9:00～
３.４.５歳児 10:10～
（５歳児は 9：15 集合）

・第二 ０.１.２歳児 9：30～
３.４.５歳児 10：30～
・荻窪（一部）０.１歳児 9:00～
（ 二部）２. ３.４. ５歳児
10:05～
・第四 (全クラス参加)10:00～
・武蔵境 ０.１歳児 9：00～
２.３.４.５歳児 10：00～
※集合時間など詳細については、
各園より配布されるお知らせをご
覧下さい。
〇12 月 29 日（木）～1 月 3 日（火）
まで年末年始のため休園になり
ます。(全園共通)

