創刊
1974 年(昭和 49 年 4 月)
第 516 号

コスモ便り

2017(平成 29)年

3 月 1 日号

HP) http://www8.plala.or.jp/higashi-cho/
株式会社コスモズ理事長室・事務室 小金井市梶野町 5-3-25-210 ☎042-383-3030 FAX 042-383-3031 駅前コスモ保育園 小金井市東町
4-42-1-206 ☎042-383-7755 FAX 042-383-0100 第二コスモ保育園 小金井市梶野町 5-8-20-B ☎042-316-6464 FAX 042-316-6262 荻窪
コスモ保育園 杉並区荻窪 5-6-5-1F ☎03-3220-3535 FAX 03-3220-3536 第四コスモ保育園 小金井市梶野町 5-8-25-101 ☎042-381-6464
FAX 042-381-6969 武蔵境コスモ保育園 武蔵野市境 1-20-5 ☎0422-55-8686 FAX 0422-55-8685 第六コスモ保育園 小金井市梶野町
5-3-25-211 ☎042-383-3838 FAX 042-383-3839 成田コスモ保育園 杉並区成田西 3-8-12 ☎03-3311-6060 FAX03-3311-6063

地域の皆様や生協と協力しながら
食品備品の購入を進めます
今年４月からの食品の購入や備
品の購入について話し合いを進め
ています。
園児の飲み食べるものについて
は①安全、②適正労力、③適正価格
を基本に生協、及び地域の生産者、
商店を中心に購入していきたいと
考えています。同時に園ごとにプラ
ンター栽培、園庭栽培を取り入れ、
園児自ら種をまき、育て、収穫し、
調理し、山分けする楽しみを経験で
きたらと考えています。
机、椅子など様々な備品の購入に
あたっては、備品購入会議を設け、

①安全、②堅牢、③適正価格
を基本の考え方にして購入を
進めていきます。
購入するにあたっては、ど
の園 及び園児も 使う共通備 品に
ついては、当園として共通仕入れ
先を決めることにしました。
購入先及び購入店の決定にあ
たっては、インターネット等の料
金を参考にはするが、できるだけ
地域の生産者、商店から購入する
こととします。
インターネットショッピングや
フランチャイズ店が流行る中で、地

[今月の目標]
〇異年齢の関わりや、日々の活動
を通して、進級することを楽し
みに生活する
〇進級を祝う会、卒園式に向け歌
や劇の練習に楽しんで参加する
[今月の運動計画]
駅 前：締めくくりの総練習
第 二：締めくくりの総練習
荻 窪：締めくくりの総練習
武蔵境：締めくくりの総練習
[今月の予定]
３日(金）ひな祭り
４日(土）2017 年度入園説明会（第
二・荻窪・武蔵境・第六・
成田）
10 日(金)避難訓練<火災>(駅前・
第二・武蔵境)<地震>(荻

窪・第四）
15 日(水)身体測定(全園)０.１歳児
定期健康診断(武蔵境)
18 日(土)進級を祝う会(全園)卒園式
(駅前・第二・荻窪・武蔵境)
21 日(火)お別れ遠足<お弁当日>(第
二)誕生会(第二)
22 日(水)誕生会(荻窪・第四)０.１
歳児誕生会(武蔵境)
23 日(木)お別れ遠足<お弁当日>(武
蔵境３歳児)
24 日(金)お別れ遠足<お弁当日>(駅
前２歳児以上・武蔵境２.
４.５歳児)誕生会(駅前)
28 日(火)クッキング・２歳以上誕生
会(武蔵境)
29 日(水)お別れ遠足<お弁当日>(荻
窪)１歳児以上
）
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域の文具店、本屋さん、雑貨屋さん
などの売り上げが衰微してきてい
ます。それは健全な地域の発展をゆ
がめるものと考えます。
そういう中で地域の頑張ってい
る商店や生産者と手をつないでい
けたら、と考えています。これらの
事に関する父母の皆様のご意見が
ありましたらお寄せ下さい。
2017 年 2 月 28 日 理事長 佐野 浩
よ

食育 楽しく食べること
本部機能の強化のみならず、
運動
だより

会、理事会、進級式・卒園式につい
あっという間に３月になり
ました。これまで旬の食材を
ても、役員部長会、理事長・施設長
使ったメニューや行事食を食
会議で話し合う中で次のよ
べたり、クッキングでは自分
で作る楽しさを経験してきま
した。
楽しい食事は、メニューや
味と共に、一緒に食べた人も
思い出として子ども達の心に
残ります。忙しい毎日で見過
ごしてしまいがちな食事の時
間ですが、時々は振り返って、
お子さんとの向き合い方を考
えてみませんか。
調理栄養士 渡邉 彩佳

保健

たくさんの発見
緑や自然が多いこの武蔵
野市に武蔵境コスモ保育園
が開園してから、早いもの
で一年が過ぎようとしてい
ます。
遊歩道になっている近所
の公園までの道端には、梅
雨の時期になるとあじさい
の花がきれいに咲き、みん
なでかけっこの練習もしま
したね。
また、少し遠くまでのお散歩は
亜細亜大学方面の公園へ。公園の
向かい側では、ヤギが２頭飼われ
いて見に行きましたね。
みんなで「ヤギさ～ん！」と呼
ぶと、子ども達の近くまで走り寄

耳を健康に！

だより
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って来て、しっぽを振ってくれま
したね。最近では、日本獣医生命
科学大学で馬を見せてもらえる
という発見がありました。
これからも、いろいろ発見をし
て楽しみたいと思います。
武蔵境コスモ保育園施設長 北村くるみ

３月３日は耳の日です。耳
は音や声を聞く聴覚機能だけ
でなく、体のバランスをとる
平衡機能にも関係する、とて
も大切な器官です。耳・鼻・
喉は耳管という管でつながっ
ており、鼻や喉の細菌やウイ
ルスが耳管を通って耳の中に
入りやすく、中耳炎の原因に
もなります。①鼻水はゆっく
り片方ずつかむ②耳の近くで
大きな音や声を出さない③耳
掃除は奥まで入れ過ぎずに安
全な場所で行う等々…日頃か
ら気を付けて大切な耳を守っ
ていきましょう。
担当 田辺 里沙

[七保育園理事会報告]
[荻窪コスモ]
1.来年度の運動会、卒園式につい
て、全園で行うか・分園する
か・各園で行うかを協議、検討
していく。（全園共通）
[第二コスモ]
1.２月 15 日、岩田調理員が退職。
2.12 月 14 日に実施された東京都監
査の実地検査結果の通知あり。
指
摘事項はありませんでした。
[駅前コスモ]
1.２ 月 １ 日 よ り 波 江 野 パ ー ト 職
員が入職。
2.３月より駅前コスモ、第六コス
モの就職予定者の研修を受け
入れる。
3.平成 29 年度の入所児童の一次
発表あり。
4.２月 14 日、１Ｆの増設に向け
て市の検査を行った。
[武蔵境コスモ]
1. 2017 年度に開催される理事会
は、前年度に引き続き武蔵境コ
スモ保育園にて、毎月・第三土

曜日・10 時より行うことが決定。
（全園共通）
[第四コスモ]
1.３月１日（水）入所時健康診断
と入園説明会を行う。
2.2017 年度４月１日より、第四コ
スモ保育園の施設長に須藤久美
子氏が就任する件が承認される。
[第六コスモ（準）]
1.２月 15 日、東京都の検査を行っ
た。
2.平成 29 年度入所児童の一次発
表あり。
[成田コスモ（準）]
1.３月４日（土）、入園説明会を実

施予定。
2.３月６日(月)、３月 14 日(火)
に入園時健康診断を実施予定。
（嘱託医：宮下小児科医院
佐々木医師）
3.２月 20 日(月)東京都の調査が
実施された。
4.４月１日（土）入園式。
（ご意見ご要望は各園とも父母代
表理事へ）
次回理事会 ３月 11 日（土）
10 時～ 武蔵境コスモ保育園

[トピックス]

０歳児保育室

４月の開園に向け
て、第六コスモ保育園
は着々と準備が進んで
います。真新しい園内
には木の香りが漂い、
柔らかな陽の光が差し
込みます。

幼児用の手洗い場

[こどもは王様!!]
【あたらしいこうえん】
（荻窪）ぶどうぐみ（３・４・５歳児）
駅ビルのあおぞらパークが
仲間入り。アスレチックやク
ライミングなど子ども達には
魅力的な遊具がたくさん。
「次
はこれをやろう！」と友達同
士で誘い合って楽しんでいま
す。
担当 日吉 雄一郎
【お箸にチャレンジ！】
（第二）さくらぐみ（２歳児）
さくらぐみ
さんは秋頃か
ら少しずつお
箸にチャレン
ジしています。
最初は、かき
こむように食
べていました
が、最近では、お箸で掴んで食
べられるようになり、上手に掴
めると嬉しそうに見せてくれ
ます。
担当 松川 志帆乃
リ ト ミ ッ ク 新年度に向けて
部 会 報 告
報 ５月に部会を開き、10
告
人の

参加があり、年間計画につい
て話し合いました。
秋に予定していた第二回を
残念ながら開くことができま
せんでした。その間、リトミ
ック講習会やピアノが弾ける
職員が増えているので、これ
から新年度の人事異動の結果
を見て、各園に２人の音楽担
当者を配置し、リトミックの
指導もできるようにしていき
たいと思います。
子どもたちに「音楽って楽
しい、楽器もやってみたい」
と体験させることが第一の目
的です。
担当 佐野 秀穂

【次は何作る？】
（第四）こあらぐみ（２歳児）
室内ではモノ
ブロックが大人
気。「見て!カメ
ラだよ」と作っ
たものを嬉しそ
うに友達に見せ
ると、それを真
似て他 の子も作り始 めます。
「おうちできたよ！」とイメ
ージも広がり、楽しい作品が
たくさん出来上がっていま
す。
担当 池田 圭吾
【かにむかしとこどもたち】
（武蔵境）りんどうぐみ（５歳児）
進級を祝う会で「かにむか
し」の劇をやることに。５歳
児はさる役をすることにな
り、気合が入っています。ど
うやったら素敵な劇になるの
か話し合いながら進めていま
す。
担当 横山 慶介

【かわいいね！】
（第二）たんぽぽぐみ（０歳児）
もうすぐ進級を祝う会！た
んぽぽさんは手遊びとダンス
をします。音楽が流れると目
をキラキラさせて手をお腹に
あてたり、足踏みしたり。ノ
リノリで踊って、とってもか
わいいです！担当 上田 史帆
ないでたくさん投げる
【椅子に座って朝の会！】
（駅前）かめぐみ（０歳児）
進級に向け
て椅子に座っ
て朝の会をす
るようになり
ました。椅子
を並べると遊
びをやめてお
片づけをして、
座ってくれます。手遊び歌が
大好きなかめぐみさん、みん
な毎日ノリノリで歌っていま
す！ 担当 加藤・矢部・潮田

[お知らせとお願い]
〇３月 18 日（土）は進級を祝う会・
卒園式を行います。進級を祝う
会は各園で、卒園式は保護者同
伴で年長児のみ全園合同で駅前
コスモ保育園にて 11 時 30 分か
ら行います。詳細は後日、別紙
にてお知らせします。当日は欠
席なさらないよう体調を整えて
ご参加ください。
〇３月は各園とも、お弁当日があ
ります。各ご家庭で「今月の予
定」
「クラス便り」をご確認いた
だきご準備ください。
〇４月からの保育時間に変更のあ
る方は、３月 17 日(金)までにお
申し出ください。
〇転勤等で急な退園が決まった場

合には、早急に施設長にお知らせ
ください。
〇進級に伴い毎日の持ち物が変わ
ります。各園の「クラス便り」を
参考に、ご準備をお願いします。
また、お子さんが退園される予定
の方は、最終日までに全てのお荷
物のお持ち帰りをお願い致しま
す。
〇新年度に向けて、お洋服や靴のサ
イズの調整と記名を忘れずにし
てください。
〇体調不良の連絡を園から受けた
場合は、速やかなお迎えをお願い
します。感染予防につながります
ので、皆様のご理解とご協力をお
願い致します。

○○○○○○○○○○○○○○

写真
ニュース

節 分 ・豆 まき

2 月 3 日（金）

２月３日（金）コスモ保育園全園で節分の豆まきをしました。
担任保育士と一緒に、鬼のお面を作って豆まきの準備をした園児たち。
当日は、やって来た鬼たちを「鬼は外～！

福は内～！」と退治した後、

一緒に遊んでもらったり記念写真を撮ったり、みんな元気いっぱい！
給食では恵方巻きや節分のメニューをおいしくいただき、楽しい節分に
なりました。
駅前コスモ
鬼のお面、作ったよ

第二コスモ
赤鬼さんとパチリ！
荻窪コスモ
恵方巻きをいただきます♪

給第
食二
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荻窪コスモ
赤鬼さんも「参りました！」

武蔵境コスモ
先生、抱っこして！

駅前コスモ
赤鬼さんにつかまった！

第四コスモ
福は内～！ 鬼は外～！

武蔵境コスモ
青鬼さんがやって来た

第四コスモ
鬼のお面が似合います

