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“遵守と改革”の精神のもと

本
部
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６月よりアドバイザーの巡回が始まります
先月号のコスモ便りでアドバイ
ザー制度を導入したことをお知ら
せしました。
1942 年にわずか９名で出発した
私達の保育園も、今年４月１日に
は総定員 500 人、職員は正規職員
110 人、パート職員 21 人となり、
園の数も７園、保育園の地域も小
金井市、武蔵野市、杉並区と広が
りました。42 年間の中で、これま
で培ってきたコスモズの保育の仕
方や運営の仕方も徐々に拡散し、
変化しはじめてきました。そこで

アドバイザー制度を作り、職員が
質問することができる一方で、こ
れまでのコスモズの保育の仕方や
運営について、各園にアドバイス
していこうというものです。
もちろん、過去のコスモズの保
育の仕方や運営の仕方や規則が絶
対だといっているのではありませ
ん。改正・改善が必要なときには、
機関に問題提起をし、皆で話し合
って改めていく精神も常に持って
いたいと考えます。そのうえでコ
スモズの歴史と伝統と良き保育、

［今月の目標］
〇梅雨期の健康・安全・清潔に気を
配りながら心地よく生活をする。
［今月の運動計画］
駅前：マット運動・片足バラン
ス・グーパーとび
第二：マット運動・かけっこ
荻窪：マット運動
武蔵境：マット運動
第六：かけっこ・ボール遊び
成田：かけっこ・ボール遊び
[今月の予定]
３日(土)２歳児以上プレゼンテー
ション（荻窪）父母懇談会（成田）
６日(火)定期健康診断（第四）定
期健診・０.１歳児（駅前）
８日(木)定期健康診断（荻窪）
９日(金)避難訓練〈火災〉（荻窪・
第四・成田）

12 日(月)避難訓練〈地震〉
（駅前・
第二・武蔵境・第六）
13 日(火)定期健康診断（第二）
15 日(木)身体測定(全園)耳鼻科検
診(成田)定期健康診断・２歳児以
上(駅前)
20 日(火)定期健康診断(第六）誕
生会（武蔵境）
21 日(水)定期健康診断（武蔵境）
誕生会(荻窪・第四・成田)眼科検
診・３歳児以上（成田）
22 日(木)歯科健診（武蔵境）
24 日(土)試食会・０.１歳児（第六）
26 日(月)定期健康診断・乳児(成田)26
～30 日プレゼンテーション(駅前）
27 日(火)定期健康診断(成田)27～
30 日プレゼンテーション(第二）
28 日(水)誕生会（第二）
30 日(金)誕生会（駅前・第六）

☎042-385-5585

良き運営方法を遵守しようと言っ
ているのです。
遵守と改革、この両方があって
こそ良き組織、ゆるがぬ団体、理
想の機関が生き続けられると固く
信じるからです。
そういう信念のもとアドバイザ
ー制度を創りました。６月より各
園をアドバイザーが巡回します。
2017 年５月 31 日 理事長 佐野 浩
食育
だより

丈夫な歯を作り生涯を健康
的に過ごすためには、歯磨きは
もちろんのこと、毎日の食生活
が大切です。いろいろな食品
を、良く噛んで食べるよう心掛
けましょう。
また、糖分のとり
すぎは、虫歯の原因
のひとつ。間食と合
わせて、規則正しく食べる習慣
と、牛乳・小松菜・ひじき等に
多く含まれるカルシウムや、ビ
タミンＡ・Ｄなどの骨や歯を
作る栄養素を十分にとれる食
事を心掛けましょう。
副統括栄養士 北井 理恵

子どもたちの安全を守るため

保健
だより

～小金井警察署防犯課による防犯講習会～
平成 29 年４月より北村前施設
長から引き継ぎ、武蔵境コスモの
施設長となりました。昨年７月の
終わりから産休育休を取らせて
いただき、約８ヶ月ぶりの現場と
なります。
今までとは違い、子どもたちや
保護者の方とより近い目線に立
って応えていきたいと思ってお
ります。どうぞよろしくお願い致
します。
５月 24 日(水)11 時より、本部
研修会議室にて、小金井警察署防
犯課の方による、防犯講習会が行
われました。
・引き渡しの際の注意
・さすまた等の装備を充実させる

防
犯
講
習
会
の
様
子

・散歩中に不審者がいたら、複数人
で対応する、など普段から心得てい
た事と初めて学んだ事があり、良い
機会となりました。子どもたちの安
全を守るために、今回の研修を各園
に伝えていき、また実際に装備を使
った訓練を依頼し、備えていきたい
と考えています。
武蔵境コスモ保育園施設長 山咲 絵里

虫刺されに注意！

虫に刺される子が多く見
られる時期になりました。子
どもは皮膚の抵抗力が弱く、
かきむしると、とびひになる
ことがあります。肌の露出を
なるべく防いだり、外出時や
登園前には虫除けグッズを
使用したりして虫刺されの
予防をしましょう。
蚊に刺された場合は流水
で洗い流し、早めに薬を塗り
ます。また毛虫の毛が刺さっ
た場合には、患部にセロハン
テープなどを貼ってはがす
と毛が取れるため軽傷で済
むことがあります。
看護師 田辺 里沙

[七保育園理事会報告]
[駅前コスモ]
1.５月より０・１・２歳児クラス
にＩＣＴ導入、見守りのため防
犯カメラも設置した。
2.５月 22 日、中野区が視察。
3.５月 31 日付で４歳児１名退園。
4.６月最終週にプレゼンテーショ
ンを行う。
（３歳児クラス以上）
[第二コスモ]
1.３歳児１名、４歳児４名、５歳
児２名の欠員あり。
2.４月 29～30 日、医務室・休憩
室に工事が入った。
3.４月 29 日より、事故防止カメ
ラを設置した。
4.５月８日、花壇上の工事入る。
[荻窪コスモ]
1.成 田 コ ス モ 保 育 園 と の 合 同 運
動会について、10 月９日（体育
の日）に杉並第二小学校の体育
館にて開催することを仮決定
した。
2.３ 歳 児 が １ 名 欠 員 の た め 募 集
する。

[第四コスモ]
1.４月に今年度、第一回のモンテ
ッソーリとリトミック部会を
開いた。（全園共通）
2.４月 29 日、２歳児クラスの工事
が終了した。（３月に区分変更
届け提出済み）
3.５月１日より防犯カメラ設置。
[武蔵境コスモ]
1.５月 31 日付で１歳児１名が退
園。6 月１日より１歳児の入園
が決定した。
2.５月 13 日、見守りのため防犯カ
メラを設置した。
3.ＩＣＴカードをもう 1 台設置す
る予定。
[第六コスモ]
1.５月１日付で村田保育補助が荻
窪コスモ保育園へ異動。
2.４歳児 12 名、５歳児 12 名欠員。
3.奨学金制度導入、財務・総務部
長等の理事会出席、アドバイザ
ー制度、月例監査制度の導入が
○
了承された。（全園共通）

[成田コスモ]
1.保護者理事に、３歳児・若林様、
１歳児・佐藤様が承認される。
2.６月より３歳児１名、４歳児１
名が入園する。
3.借 り 上 げ 社 宅 の 関 係 書 類 に つ
いて整備・周知した。（全園共
通）
（ご意見・ご要望は各園とも父母
代表理事へ）
次回理事会 ６月 17 日（土）
10 時～ 武蔵境コスモ保育園
[トピックス]

花壇にキュウリとトマトを植
○
えました。（第四コスモ）

[こどもは王様!!]
【お花の色は？】
（第二）ちゅうりっぷぐみ（１歳児）
「今日はお散
歩に行くよ！」と言うと
と言うとニッ
コリのちゅう
りっぷぐみさ
ん。一生懸命
歩いて公園ま
で向かう途中
には、お花が沢山咲いていま
す。色を言ってみたり、香り
をかいだり楽しんでいます。
担当 上田 史帆
【バギーでお散歩！】
（駅前）かめぐみ（０歳児）
５月に入り、泣かずに遊べ
るようになりました。バギー
でお散歩に行くのが大好きな
かめ組さん。午前・お昼寝後・
夕方と 1 日３回、外に出てい
ます！
担当 潮田 明日香
算 国 英
プレゼンテーション
部会報告
報
各園、お教室が始まってい
告
ます。年に１回、プレゼンテ

ーション（授業参観日）を行
い、子ども達がどのように授
業を受けているのか、どんな
ことを学んでいるのかを保護
者の皆様に見ていただきま
す。もちろん個人差はありま
す。「集中力がない」「何でで
きないの」よりも、頑張って
いる姿を褒めてあげて下さ
い。
年長児は就学前ということ
で、小学校へ行ってもつまづ
かないようにと指導していま
す。
駅前コスモ保育園施設長 青柳 かおる

【おおきくなあれ!】
（荻窪）ぶどうぐみ（3.4.5 歳児）
赤カブの種を植えました。毎
日お水をあげてから、皆で「お
おきくなあれ！」とおまじない
をかけた成果かな？ すぐに
芽が出て、子ども達は大喜びで
す！
担当 林田 玲沙
【パズルって楽しい！】
(第四)こあらぐみ(２歳児)
今、パズル
が大ブーム。
様々なパズル
に夢中で取り
組んでいます。
26 ピースのパ
ズルも一人で
出来るように
なりました。友だちが悩むと
教えてあげる姿も。様子を見
ながらピースを増やしてい
きます。 担当 池田 圭吾

【えがおいっぱいです！】
（武蔵境）つくしぐみ（０歳児）
賑やかな 6 名です。ハイハ
イで追いかけっこしたり、ズ
リバイで角度を変えて遊んだ
り楽しんでいます。お散歩も大
好きです。 担当 松尾 洋子
【おさんぽ大好き】
（第六）つきぐみ（１歳児）
おさんぽいくよ！の声かけ
に目を輝かせる、かわいいつき
ぐみさん。でんちゃ！ぱっぱ！
すべてがたのしい発見です！
担当 篠原 美佐子
【しっぽとりゲーム】
（成田）さくらぐみ（４歳児）
かけっこが大好きな子ど
もたちの楽しみはしっぽと
りゲームです。毎回、外遊び
で盛り上がり、よく走ってい
ます。
担当 菊田 静沙

[お知らせとお願い]
〇定 期 健 康 診 断 が 各 園 で 行 わ れ
ます。健康面で心配なことがあ
りましたら、連絡ノート等でお
知らせください。（全園共通）
○欠席された場合は 1 週間以内に
各園の園医で受診してくださ
い。（全園共通）
〇歯科検診があります。
（武蔵境）
〇０.１歳児クラスの給食試食
会・懇談会があります。詳細は
後日配布するおたよりでお知
らせします。
・６月 24 日（土）第六
・７月１日（土）駅前・第二・
武蔵境
・７月８日（土）荻窪
〇第四コスモの試食・懇談会は全
○ 園児対象で 7 月８日（土）に行

います。詳細は後日配布するお
たよりでお知らせします。
〇今年度のプレゼンテーションは
各園で開催時期が異なります。
各園のおたよりをご確認くださ
い。（全園共通）
○２歳児のプレゼンテーションは
秋に行います。（駅前・第二）
〇ズボンの上からスカート（丈の
長いもの）をはいての登園は、
保育中の活動に支障をきたす可
能性がありますのでご遠慮くだ
さい。（武蔵境）
〇半袖・長袖など調節可能なお着
替えの準備をお願いします。
（第
六）
○ 2017 年度 の各 教室の講 師一 覧
を別紙にて配布します。

写真
ニュース

5 月 20 日(土)

保育園新人職員歓迎会

５ 月 20 日 (土 )吉 祥寺第一 ホテルに
て、株式会社コスモズの保育園新人職員
歓迎会が行われました。総勢約 130 名の
職員が集い和やかな会となりました。

秀穂先生の指揮、佐伯さんのバイオリン伴
奏で「花は咲く」を合唱

理勤
事続
長五
よ年
り以
記上
念
品の
贈職
呈員
に

荻窪コスモの新人紹介

佐野理事長からの開会の挨拶に続き乾杯へ

駅前コスモ

2017 年４月からの(株)コスモズ

補助職員一覧
5 月号に引き続き、コスモ保育
園グループの補助職員を紹介致
します。

荻原 夏子

波江野 早智子

磯部 まり

寺町 かずよ

第二コスモ

柳下 泉

第四コスモ

森村 衣美

中江 美和

小山 詩織

佐伯 美穂
(武蔵境兼任)

高嶋 賀代
第六コスモ

田中 絵里

藤井 聖子

徳久 真喜

奈良 利枝

飯田 文乃

柗田 みゆき

大井 千津

春藤 千恵

藤井 みつゑ

北原 裕子

武蔵境コスモ

鬼頭 浩子

村田 久美

岩下 亜希子

成田コスモ

高澤 ひなの

