
今年度より、熊本市保育園連盟会長になりま
した鬼木です。
皆様の中には、保育士会会長は園長なの？と

思っていらっしゃる方もあると思います。
熊本市が政令指定都市になったのを機に、保

育園連盟も直接全国の組織とつながりました。
そのため保育士会も、全国保育士会や九州の保
育士会と直接やり取りすることになり責任や、
全国での担当や役目が変わり園長も可というこ
とになりました。先ずは歴代の保育士会会長が
一生懸命取り組んでこられたことを踏まえ、市
連の会長として果たすべきこと、九州や全国の
流れを知ることからのスタートです。
就任後すぐ、九州三団体保育士会主催の保育

士会セミナーを熊本の役員の先生方と受け持た
せていただきました。主催がどこか、流れもわ
からず、市連保育士会が中心になってというこ
とも準備をしながらようやく理解するといった
状態でした。
講師はもちろん、全国保育士会会長、副会長

を来賓としてお迎えするといった大きな会を前
会長・副会長、元会長他たくさんの先生方に教
えられ、支えられながらどうにか終えることが
できました。また、募金活動で皆さんの善意を
大阪地震や豪雨被災の地へつなぐお手伝いもさ
せていただきました。本当にありがとうござい
ました。
募金の時に全国保育士会より、ピンクのジャ

ンバーをお借りしました。保育士会のシンボル
マーク「スカンポ」の入ったものです。

この可憐でたくましい
花・スカンポは愛情を表現
するシンボルとして使われ
ていますが「私たち保育者
は根強く手つなぎをして子
どもたちの幸せを守りまし
ょう」との願いが込められ
たものです。
会長という立場になり、児童憲章や保育士会

倫理綱領、そしてスカンポの花の意味を考えた
とき、改めて保育士の責任の重さを感じていま
す。園長としてもまだまだな私に新たな大きな
課題をいただきました。
８月４日５日、鹿児島で九州の保育士役員研

修及び会長会議が開かれました。
その時真っ先に「とても心温まる、皆さんの

お人柄が溢れる熊本大会でした。」と全国保育士
会上村会長よりご報告いただきました。改めて
熊本の皆さんのお支えをありがたく感じ、一緒
に取り組めてよかったと思いました。
私を保育士会長にと推していただいた、前保

育士会役員の皆様の「頼むよ！」という期待に
応えながら、新しく頂いた出会いや学びの機会
を重ねながら、少しずつ成
長していきたいと思いま
す。保育士会のお役に立て
るよう頑張っていきます。
皆さんどうぞよろしくお願
い致します。

信頼をされる保育はまず安全 Ｎｏ.１
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「はじめまして、保育士会会長です」
一般社団法人熊本市保育園連盟　保育士会会長

旭保育園園長 鬼　木　紀代美



安全は一人の目よりみんなの目Ｎｏ.２

東部
ブロック

保育士会だより

今年度、東部ブロック保育士会のブロック長
を務めさせていただいております。よろしくお
願い致します。初めて役員になり、研修会を開
くには計画や準備、実行に至るまでに大変なプ
ロセスを経ていることを身を以て知ると共に、
様々な先生方に沢山のことをご教示いただいて
いるこの２年間は、自分のスキルアップにもな
っていると実感しています。先生方のお役に立
てますようにしっかり務めさせていただきたい
と思います。
キャリアアップ研修の導入もあ

り、今年度の東部ブロックでは経験
の浅い先生向けの研修会を２回計画
して６月と７月に実行しました。研
修会後に書いていただいたアンケー
トを読むと、自分の保育を良くして
いきたい、もっと学びたい、保護者
や職員と上手にコミュニケーション

がとれるようになりたい等モチベーションの高
さが感じられる言葉が沢山並んでいました。ま
た２回の研修会では参加者同士で対話をする機
会があり、お互いの悩みを共有し、考え、語り
合う姿を見て、これからの保育を担っていく先
生方の真摯な姿勢を嬉しく、頼もしく思いまし
た。そして私も同じ気持ちで保育士としてスタ
ートしたはずなのにいつの間にか子どもたちや
保護者のことは分かっていると、自分の経験に
驕り、真剣に向き合っていないのではないかと

いうことに気付かされました。経験
の浅い先生方から、己を振り返り、
律する機会をいただいたと感謝して
います。
これからは初心を忘れず、毎日の

保育をきちんと振り返り、自分を見
つめながら謙虚に保育に向き合って
いきたいと思っています。

初心忘るべからず

今年度、西部ブロック保育士会の会長を務めさせ
て頂いております。役員の仕事を通して、他の園の
先生方と話をする機会も多く、また研修会を計画す
ると共に研修会にもたくさん参加する機会を頂いて
います。その中の一つひとつが自分自身の新たな学
びとなり、広い視野をもつこと、いろいろな角度か
ら保育をみることに繋がっていることを実感してい
ます。
近年は乳幼児教育の重要性が高まり、それに伴い

保育者にも高い専門性が求められてきています。し
かし高い専門性と言っても具体的に見えるものはな
いので難しいところも多いですが、研修会などに参
加し学び合うことや他の園の保育を自分の目で見て
感じることも必要なことではないかと思います。
私自身、これまでたくさんの園を見学してきまし

た。他の園を見ることは、新たなものを学ぶだけで
なく、自分の園のことを知ることにも繋がり、今や
っていることを振り返る機会にもなっています。

日々の保育に追われ余裕
がなくなると、なかなか振
り返ることができなくなっ
てしまいます。しかし研修
会などを通して学ぶこと、
振り返る時間というのは、
余裕がない時にこそ大事な
ことではないかと思いま
す。キャリアアップの研修もスタートしています。
研修を通して私もさらにスキルアップしていくこと
が出来ればと思います。
最後になりましたが、役員の仕事ができるのも職

場の仲間の助けがなければできないことです。改め
て保育というのは自分だけでなく、チームとして仲
間の存在が必要不可欠なものだと感じています。私
のために協力してくれる園の先生方にも感謝してい
ます。

役員の仕事を通して…西部
ブロック

保育士会だより

松　村　亜　矢東部ブロック保育士会会長
のぞみ保育園

西　山　裕　子西部ブロック保育士会会長
城山保育園



子どもらの安全守る保育士愛 Ｎｏ.３

「おはようございます！今日も暑いねー！」
今年の夏、子どもたちとのお決まりの挨拶で
す。厳しい暑さにも負けず、園庭では水遊びを
楽しむ子どもたちの声が賑やかです。ホースの
水を噴水のように空に向けると、水しぶきがパ
ァッと子どもたちに降り注ぎ、大歓声が上がり
ます。喜ぶ姿を見ていると、暑さで弱った心と
体が癒され『保育士を続けていて良かったな』
と改めて感じる今日この頃です。
約１年半前、前主任から当園の主任保育士の

役を仰せつかり、同時に南部ブロック保育士会
の役員としてスタートしました。そ
の時感じた先の見えない不安な気持
ちを今でも覚えています。毎朝園に
出勤し、自分のクラスの子どもたち
と何気ない一日を過ごす。そんな毎
日が好きで保育士を続けてきまし
た。しかし、これからどうなってし

まうのだろう？そんな不安でいっぱいになりま
した。実際に経験してみると、今までは気づい
ていなかった部分がたくさん見えるようになり
ました。園の中で表には決して見えない仕事が
数多くあり、そういった働きがあって初めて私
達保育者が安心して保育に専念できることを知
りました。
不安に感じていた保育士会の役員も素敵な先

生方との出会いに恵まれ、今では経験させて頂
いたことに感謝しています。一つの研修会を開
催するにあたり本当にたくさんの人の思いや苦

労がある事も知り驚きました。
何気なく過ごしていた日々は、本

当に多くの人の支えのおかげで成り
立っている事を知らされました。こ
れからも園の子どもたちや先生方と
一緒に、日々感謝の気持ちをもって
過ごしていきたいと思います。

『～ささえられて～』

園庭にそびえる３本の大きなくすの木、創立
以来、木登りや虫とりをする子どもたちの姿や
毎日の保育の営みをそっと見守ってくれていま
す。時にくすの木に癒されパワーをもらいなが
ら、子どもたちとともに楽しい毎日を過ごせて
いることに感謝しています。
北部ブロックは24カ園で活動しており、昨年

度は、「新たな時代に向かって～みつめる～」
というテーマで１年間活動してきました。今年
度は、「連携・協力・実践」をテーマとし、よ
り多くの若い先生方が保育の知識や技術を学べ
るように、他ブロックと合同研修を計画致しま
した。「主任保育士または代表者会議」では、
和やかな雰囲気の中、各園との情報交換ができ
先生方の思いや他園の様々な活動を知ることが
できとても参考になりました。第１回目の「マ
ナー研修」では、若い先生方のはじける笑顔と
笑い声が会場に溢れ、挨拶や笑顔の大切さ、会

話を楽しむ方法などを学
びました。
私は、保育に携わる中

で子どもと心と心が通い
あった瞬間に保育の喜び
や幸せを感じます。そん
なわくわくする瞬間に出
会えたからこそ、ここま
で保育士の仕事を続けることができました。子
どもたちの未来を担う若い先生方にも、保育の
営みの中で、「子どもたちと紡ぎだす幸せな瞬
間」にたくさん出会ってほしいと心より願いま
す。
残りの研修会が、少しでも先生方のお役にた

つものであればと思います。どうぞよろしくお
願い致します。

子どもたちと紡ぎだす幸せな瞬間

南部
ブロック

保育士会だより

北部
ブロック

保育士会だより

伊　東　由　佳南部ブロック保育士会会長
浄法たから保育園

池　上　智　恵北部ブロック保育士会会長
和幸保育園



心の目いつも開いて安全保育Ｎｏ.４
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理事会

わんぱくまつり

園長会
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1

1

部会連携研修会 1

キャリアアップ研修会 10月2

キャリアアップ研修会 10月2
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田迎こども園 平成30年

　　 　

                        

　 　 　 　 　

（3F国際会議室）

くまもと県民交流館パレア
（9F会議室１）

立田山野外保育センター
（雑草の森）

市民会館シアーズホーム夢ホー
（大会議室）

市民会館シアーズホーム夢ホー
（大会議室）
国際交流会館
（6.7Fホール）

10月10日(水)

10月19日(金)

10月21日(日)
10時～15時

10月31日(水)

20日(土)～21日(日)

27日(土)～28日(日)

婚おめでとうございます＊・＊・＊・＊

10月28日 保育教諭 宮城 味佳 先生(旧姓：小平)

　　 　

                        

　 　 　 　 　

昨年度、「保育士会の役員に」と言われ、酷
く尻込みしたことを昨日の事の様に思い出しま
す。そのように言うと、今では大抵の事はすん
なりとこなしている様に思われるかもしれませ
ん。が！しかし‼　元々大ざっぱで、計画的に
物事を進めていくタイプではなく、締切日など
が分かっていても、ギリギリにならないと重い
腰が上がらず…と言う私なので、この市保連だ
よりの原稿も締切日ギリギリで焦りながら書い
ています。
さて、保育士会役員になって、です。今まで

にも、研修やイベントには何度
も参加する事がありましたし、
時には、お手伝いスタッフとし
て参加する事もありました。し
かし、今までの受講者側ではな
く、主催者側として研修を計画
するにあたり、「日程をいつ

に？研修の内容は？講師はどなたに依頼する？
参加人数に見合った会場は？」等など…。次か
ら次へと課題が出てきて、その一つ一つを解決
していかなくてはいけません。何しろ大ざっぱ
な私ですので、研修がある度にバタバタでした。
そんな私がなんとか幾つかの研修を行うこと

ができました。それは、今一緒に役員をしてい
る先生方に相談に乗って頂いたり、アドバイス
を頂いたりしたおかげです。そして千草保育園
の先生方！私が役員の仕事が出来るよう、様々
な面で協力してくれています。

周囲からの支えがあるからこ
そ、出来ているのだと改めて感
謝しております。
任期も残すところ半年ほどと

なりましたが、思いを新たに頑
張って参ります。どうぞよろし
くお願い致します。

「保育士会役員になって」中央
ブロック

保育士会だより

内　田　ルミ子中央ブロック保育士会会長
千草保育園


