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3/31(日）エスカルゴグループ入社式

『心身ともに健康に』自己管理の徹底を実践する一年に。

3/31(日）三田市のキッピーモールにおいて、エスカルゴグループ入社式が執り行われました。
かたつむりランド、ちびっこランドは新入社員と正社員一同が顔を揃える初めての機会となりました。
石野理事長の挨拶の後、園長紹介、田村統括園長から『園児の成長と共に自分も成長したいと強く願った一年』と答辞があり、
保育士試験合格者紹介では、明石伊川谷園の谷口、緒方両先生から挨拶、続いて新入社員配属発表と進みました。
新入社員の皆さんは緊張しながらも元気な挨拶で応えました。新入社員を代表して川西能勢口駅前園 金子松先生より挨拶。
エスカルゴグループの役員紹介の後、大西オーナーから新入社員に向けて、新入社員の皆さんに期待する3つの事
『素直に学び続けること』『失敗を恐れずチャレンジし続けること』『心身ともに健康であること』の花向けの挨拶がありました。
新年度を迎えるにあたり、新入社員のみならず全園の職員の皆様も、あらためて心身ともに健康であるために健康管理と
自己管理の徹底を実践する一年にしてください。
入社式終了後は、医療接遇ホスピタリティ協会 野村 真理講師による保育士のための接遇講座を全員で受講し、第一印象を
決定する表情や挨拶の練習に取り組みました。新しい年度を新しい仲間と共に取り組んでまいりましょう。

～平成31年度新入社員紹介
平岩 恵 さんだ南が丘園

初めまして。新しく保育士として
働くこととなりました。前職は児
童養護施設で働いていました。
地元は明石で最近三田市に
引っ越してきた為、おすすめの
お店など教えて頂けたら嬉しい
です。好きなことは食べること
です。自炊も始めた為、趣味は
料理と言えるように頑張ってい
ます。保育所で働くことは初め
てですがこれまでの経験を活
かして頑張りますので、よろしく
お願いします
中西 雄大 道場南口園

このたび入社致しました中
西雄大と申します。私は周
囲から「真面目だね」「優し
いね」「大人しいね」とよく
言われます。マイペースな
ので、こつこつと頑張って
いこうと思っています。
好きなことは、テレビを観た
り、ゲームをしたりすること
です。たまにピアノを弾くの
も好きです。

大平 真愛 西宮えびす園

はじめまして。以前は、認
定こども園で保育教諭とし
て働いていました。実家は
三重県で、今は保育を学
ぶために西宮市で働いて
います。まだまだ未熟者で
すが明るく頑張っていきた
いと思います。宜しくお願
い致します。好きなモノ：自
然、動物、美味しいもの
コト：体を動かすこと、美味
しいものを食べること、絵
を見ること・描くこと

木田 晴菜 西明石園

私は、幼少期の頃から保
育士になる為にピアノを習
い、高校は保育コースでピ
アノ、リトミック、造形を学
び保育の大学を卒業しまし
た。進路を曲げず保育を学
び進んできたので知識や
経験を実際の保育に活か
したいです。そして、私は
絵本が好きで休日書店に
行き、保育で使えそうな絵
本を見て買ったり30冊以上
あるほど好きです。
藤澤 傑 道場南口園

自己ＰＲ・好きなコト、モノ～

小渕 莉奈 西宮園

永田 裕美 西宮園

私の強みは、何事も挑戦心を
持って取り組むところです。挑
戦することによって自分自身
の人生が豊かになると考えて
います。
大学で保育士資
格と幼稚園教諭一種免許状を
取得、夏休みは公立の保育園
でアルバイトの経験がありま
す。海外旅行と犬が好きです。
インド、カンボジア、アメリカな
ど様々な国へ行きました。
愛犬はダックスフンド黒色です。

私の似顔絵はいつも目があ
いていない顔を描かれるくら
い、笑顔でいる事が多いで
す! 子ども達と一緒に笑い合
いながら遊ぶ時間を大切にし
ていきたいと思っています。
よろしくお願いします。
私は旅行に行く事が好きです。
美味しいものを食べてゆっく
りして、まったり過ごすひとと
きが大好きです。

川向 一葉 宝塚南口園

佐藤 美子 宝塚南口園

私は、笑うことが大好きです。人 私はどんなことでも前向きに捉
と話をしたり、楽しいことをして一 え、楽しさを見つけることができ
緒に笑顔になることを考えなが
ます。例えば、たくさん同じパー
ら人と接することができます。笑 ツを作るのに画用紙を切る時、
顔が増えると、自然と場が明るく どうしたらより早く綺麗にできる
なり、コミュニケーションもすごく かを考えながらする事で飽きて
取りやすくなると思い、毎日笑顔 だらけてしまう事なくたのしく作
を絶やすことなく過ごすことを
業ができます。嫌な気持ちで仕
日々の目標にしています。ただ
事をしていると、周りの人にも伝
笑顔でいることと、ヘラヘラとし
わってしまったり、チームワーク
ているように見えないように、け を乱すことにもつながるので、
じめをつけることに重きを置いて、 楽しく明るくすることは大切だと
自分の周りの人たちに快く接し
思います。
てもらえる努力をしています。好 私は友達と遊ぶことが好きです。
きなことは、チームになって身体 どこかに出かけることもあります
を動かすことです。チームになる が、ゆっくり落ち着ける場所で
と、互いの不足している点を補
淡々とおしゃべりをしたりご飯を
いながらともにプレイすることに 食べたりする時が一番幸せを感
対してすごく楽しく感じます。また、 じます。
全員でより遂げたという達成感
や喜びを味わうことも自分の好
きなことの一つです。

村瀬 友実 西宮えびす園

北田 万里子 西明石第2駅前園

私は、昨年10月からえびす
園でパート労働者として入
社し、保育から様々な業務
等に携わる経験をさせて頂
きました。その中で、この度
社員として勤務するにあ
たって、保育内容の充実、
労働環境の改善を行い、
子ども達が日々笑顔で過
ごせる園にしていきたいと
思います。
家族で外食をすること・
コーヒーを飲むこと・外国
の様々なチョコレートを集
め、食べること・子ども服を
買うこと

1人ひとりの子どもとの関
わりを大切にし、ゆったりと
した環境で笑顔溢れる保
育を目指し頑張っていきた
いです。皆さんとも積極的
にコミュニケーションを取り
早く馴染みたいと思います
ので宜しくお願いします。
旅行に行って美味しい物を
食べたり、お酒を飲んだり、
温泉や岩盤浴で身体をリフ
レッシュする事が好きです。

金子松 茉未 川西能勢口駅前園

私は人に思いやりを持って
接する事で幸せだと思った
出来事があり、常に思いや
りの心を持ち続けています。
この事も含め私は人の笑
顔が見ていたい、触れたい
と思いました。心配性な所
もありますが前向きに頑張
ります。私は歌を歌う事と
本を読む事が好きです。家
で時間がある時やお風呂
に入った時など歌っている
事があります。

横田 紀子 西明石第2駅前園

私は、毎日子ども達とゆっ
たりかかわりながら、全身
遊びや、指先を使った遊び
などを取り入れ、毎日楽し
く過ごしていきたいと思って
います。至らない点もある
かと思いますが、頑張りま
すので、よろしくお願いしま
す。 私の好きな事は、
ケーキやパンを食べたり、
お菓子作りをする事です。
最近はマフィンを作り、大
好評でした。

川西能勢口駅前園の金子
松 茉未です。子どもの頃
からの保育士になりたい
という夢がやっと実現しま
した。子ども達の笑顔に負
けないくらい笑顔いっぱい
で頑張ります。
夢と希望を与えてくれる
ディズニープリンセスが大
好きです。休日はディズ
ニー映画を見て過ごす事
が多いです。

大野原 恵 西宮えびす園

私は人と笑顔で接すること
ができます。周りの人から
は穏やかな性格だとよく言
われます。子どもたちとも
笑顔で楽しく、優しく接しな
がらも、時に厳しく愛情を
持って一緒に生活していき
たいと思います。
好きなコト・モノ
美味しい物をいっぱい食
べて、ゆっくりたくさん寝る
こと。

今井 あゆみ 神戸枝吉園

私は、人への優しさや、思
いやりの気持ちを大切にし
ています。また、様々な人
と触れ合う中で気配りの大
切さも学ぶことができまし
た。人に対する思いやりの
気持ちや、常に笑顔で人と
接するということを忘れな
いように心掛けています。
様々なアーティストの曲を
きくことが好きです。他には、
韓国が好きで、ドラマを見
たり音楽をきいたりしてい
ます。

各園のヒヤリハット報告
●西明石園
〇公園でブランコしている時、他の子が側に行きそうになって危なかった。
→遊具で遊ぶ際は、他の園児の行動も確認しながら遊ばせる。
〇床そうじの道具が、後ろにいた子に当たろうとしてしまった。
→周囲を確認しながらそうじする。
●明石伊川谷園
〇玄関のパーテーションのねじが緩んでいて扉が開き、近くにいた子どもに当たりそうになった。
→ねじの点検をする。確認して動かしたり、近くに大事な子どもがいないか確認する。
〇1歳児がパーテーションにもたれかかり、パーテーションが倒れた。その先に椅子があり、頭を打ちそうだった。
→パーテーションの近くに保育士がつき、倒れないように気を付ける。
●西宮園
〇破損している玩具の部品が室内に落ちていた。今後は、安全のため玩具の点検を毎日行っていく。
〇手の届かない玩具を取ろうとし、高さのある箱や玩具に乗って手を伸ばす。使用しない玩具は目に見えないところへ保管する。
●川西能勢口駅前園
〇公園へ行った際、春休みで小学生高学年の子ども達も多く、子ども達もいつもと違う雰囲気に圧倒されていた。
〇ベンチによじ登って座ろうとしたが、バランスを崩し落ちそうになった。
→傍にいたので支えて安全を確認できた。
●西明石駅前園
〇戸外遊びの時、遊具の前で転倒し遊具に接触して下唇をかみ、出血しあごにすり傷ができる。
→直ぐに止血し、消毒をした。今後危険のないよう注意していきたい。
〇散歩の途中に広場のフェンスをこえてボールが飛んできた。
→学生が遊んでいるときは特に周りに注意するようにする。
●道場南口園
〇薬持ちが多かったので、常に声掛けをした。
〇公園で階段以外から登ろうとして危ないので、声掛けてやめさす。他の園や一般の方も利用されていたので、危険のないよう見守る。
●宝塚南口園
〇ビニールテープを乳幼児が口に入れていた。
〇窓が開いていたことがあった。書庫も空きっぱなしだった。
〇園児が転倒して床で頭を打って、赤くなっていたが、確認が不足していた。
〇夕方に目の下を怪我した園児がいたが、保護者に報告できていなかった。
〇箱のおもちゃに乗ることがあるので注意していく。
〇水筒を所定の場所に置くときに、入れられずに落としてしまい、足を打ってしまった。
〇突っ張りシリーズの出入り口が外れやすくなっているので締めなおしておく。
●西宮えびす園
〇トイレのドアに子どもが入り、カギをかけてしまい、閉じ込め状態に数分なった。
→現在、子どもがカギをかけられないように、養生テープをカギに貼り、また、トイレの場所に最低一人は着くように気を付けている。
〇シャワールームの間に柵をしているが、隙間から入ろうとすることがあるので対策が必要である。
●さんだ南が丘園
〇手が出る子が増えてきた。
〇賞味期限切れの牛乳が届いた。すぐに気付いてくれた先生がいたので良かったが、子どもに出していたら、と思うとヒヤッとした。

各園から様々なヒヤリハット報告がありました。皆さんで確認しあいをして共有し、
予測される危険を取り除くようにしましょう。

職員健康診断 4/15（月）道場南口園 ・４/２4（水）西明石園
かたつむりランドではキャリアアップのための研修を定期的に行っています。
３月度研修：ＳＭＢＣビデオ研修

３/10～3/15

(１)目標設定～成果をもたらす目標の条件
(２)行動管理と時間管理～効率的に仕事を進めるために～
(３)心の健康の管理法～メンタル～
(４)共感がビジネスを成功させる～共感力～

研修受講者：ちびっこランド・かたつむりランド全園
ちびっこランドさんだ南が丘園・かたつむりランド西明石園・明石伊川谷園・西宮園・川西能勢口駅前
西明石駅前園・道場南口園・宝塚南口園・西宮えびす園・西明石第２駅前園

新入社員入社前保育研修
3/13（水）平岩 恵・小渕 莉奈・永田 裕美・金子松 茉未・川向 一葉・大野原 恵・村瀬 友実
3/22（金）木田 晴菜・北田 万里子・横田 紀子

保育士のための接遇講座
3/31（日）一般社団法人医療接遇ホスピタリティ協会 野村 真理講師
ちびっこランド・かたつむりランド 正社員全員

