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聖書の言葉
あなたがたはそれぞれ賜物を授かっているのです
―ペトロの手紙１

４章１０節―

♪ しゃろーむの手洗いの歌 ♪「てをたたきましょ」の歌に合わせてみましょう
１・てをあらいましょ
２・指の間をあらいましょ
手のひらゴシゴシ 手のひら ゴシゴシ
ギュッギュッギュッ ギュッギュッギュッ
手の甲をあらいましょ
親指をあらいましょ
ゴシゴシゴシゴシ ゴッシゴシ
ブルンブルンブルンブルン ブルンブルンブルン
指の先も洗いましょ 指の先も洗いましょ
手首もあらいましょ 手首もあらいましょ
クルックルックルッ クルックルックルッ
グルッグルッグルッ グルッグルッグルッ
まだまだしっかりあらおうね
きれいになりました！！
日頃の手洗い、早寝（８時頃）早起き（６時頃）朝ごはん具沢山の味噌汁かスープと
☆この生活習慣は感染症を呼び込まない ☆免疫力が高まる家族でできる生活習慣
☆笑顔
☆読み聞かせ
☆ふれあい💛 ☆家族一緒のお食事で🍚いただきまーす！
「きょうね ○○ちゃんとね・・・」「うん うん楽しかったねよかったね」子どもの心は幸せ気分！
これらが、乳幼児期の大事な大事な心の育ちの学び時間。人生１００年の中の「１０分の１」
乳幼児期から１０歳までのこの間が人として人生の大事な基礎が形成され大きな財産とな
ることでしょう。 「心の健康と病気をつくらない体の健康づくりは家庭から」
特に、 受動喫煙防止 は世界中が呼びかけ中です。健康被害が多いと発信中！
・・保護者の皆様と園が共通認識をもつ大切なお約束として！！
継続してまいりたいと思います。どうか「子どもの命と健康を守る」・・を継続しましょう。
５月２８日 さくら組さんが中央公園まで 約２キロ以上歩いての遠足でした。
２３人のおともだちは、リュックと水筒をしょいこんで、元気に園を出発しました。
リュックの中はお母さん手作りの弁当 一個のおやつ （どんなおやつかな？）
後ろから こっそり 様子をみてました。元気な足取り 歌が出る♪・・米代橋をわたり 小路
を通り めざせ中央公園へ・・・新緑の木々の間や湖畔をながめ 歩け 歩け さくらさん！
園には 随時 現地の様子が動画で届く ハラハラドキドキ安全を祈る 支援隊事務局
自然と戯れ 南鷹巣保育園年長さんと共に遊び 帰りは秋北バスにのり 無事 横町いとく
前に到着 朝から午後までたのしい冒険ができました。よかった！ よかった！
かわいい かわいい しゃろーむっ子でした。 園 長
北秋田市健康福祉部長より下記の文書が園長宛で届きました。
保護者の皆様は十分ご承知と思いますが今一度、市のメッセージをお読みいた
だきコロナ感染拡大防止の意識を共に持ち続けたいと思います。－園長―
令和２年５月２６日

市内保育園等の長
北秋田市健康福祉部長
（公印省略）
新型コロナウイルス感染症防止対策に伴う保護者への周知について
緊急事態宣言解除後の対応等につきまして、下記のとおり保護者様にご周知くださるよ
うご依頼いたします。
日頃より保育事業にご理解とご協力をいただき感謝申し上げます。
さて、全国に出されていた緊急事態宣言が解除となりましたが、新型コロナウイルスが
消滅し、特効薬が確定したわけではありません。依然として油断ができない状況であり、
現時点での「ゆるみ」が第二次流行に繋がる恐れも懸念されていることから、引き続き感
染を意識しながら「ルールを守る」
「できる予防対策を実施する」ことが重要です。
つきましては、これまでの努力や犠牲を無駄にしないためにも、園からの配布物をご家
族で確認し合いながら、完全な終息を迎えられるよう共に頑張りましょう。
（以下省略）

年主題 こころが満たされる
年主題聖句
喜びと平和とであなたがたを満たす
ローマの信徒への手紙１５章１３節
０歳児 月主題および月のねがい
「ふれる」(要約一部抜粋)
・絵本や歌にふれ、心地よさを感じる。
・まわりの人やものに興味をもち、関わろうとする。
１、２歳児 月主題および月のねがい 「ふれる」(要約一部抜粋)
・好きな場所、人、ものに関わろうとする。
・思いや主張やこだわりを認められ生活する。
３、４、５歳児 月主題および月のねがい「やってみる」(要約一部抜粋)

6 がつうまれのおともだち おたんじょうびおめでとう
１さいになります

５さいになります

◇◇

◇◇
◇◇
◇◇
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そうたさん(１９日)

２さいになります
◇◇ はる さん( ２日)
◇◇ はる さん(２０日)

３さいになります
◇◇ たいきさん(２０日)
◇◇ るい さん (２１日)

・興味をもったことに保育者や友だちからの共感を得て過ごす。
・砂、泥、水などで遊ぶ楽しさや、様々な感触を経験する。
・礼拝に参加し、聖書のお話に関心を持つ。
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６月の行事・予定

フリーデー
くまちゃんクラブ
のびのび広場
フリーデー
手作りおもちゃサークル

フリーデー
フリーデー
食育サークル①
ウェルカムガーデン
しゃろーむキッズ

避難訓練(消防署と合同)

誕生会

６さいになります
◇◇ とうこ さん (１３日)
◇◇ えれん さん (１８日)
◇◇◇ はる さん(２８日)
◇◇ しほん さん (２８日)

地域子育て支援センター
フリーデー
うさちゃんクラブ
絵本サークル
フリーデー
フリーデー

さつまいも苗植え
すみれ組クラス懇談
歯科保健巡回指導
(ひまわり・さくら組)
ひまわり組クラス懇談
花の日礼拝・訪問
さくら組クラス懇談

はくと さん( ９日）
ここみ さん(１１日）
かずき さん(１８日)
れん さん (２５日)
さくら さん(２５日)

ハンドメイドサークル
お散歩クラブ
ママサークル
フリーデー
子育て講座

・・・おしらせとおねがい・・・
○梅雨期に入りますが、日中の強い日差しも予想されます。
強い日差しから頭を守る帽子を毎日かぶって登園しましょう。
園でお散歩に出る時は、園帽を使います。
○水分補給の水筒も忘れずに！水筒の中の飲み物は水か麦茶を
お願いします。以上児は少し多めに入れてください。
毎日洗ってよく乾かし、衛生面にも気をつけましょう。
○水遊びをする機会が多くなります。着替え(靴下も)の補充を多めにお願い
します。記名を忘れずに！
○注意！！ お子さんの送迎の時、必ず手をつないで移動しましょう。
時々、園の前をスピードを出して走り去る車が見られます。ちょっと
手を離した時に車が通ったらと思うと私たちもドキドキします。
園に入るまで。車に乗るまで。しっかり手をつないでいてください。
大切なお子さんの命。みんなで守りましょう。
新しいお友だちがはいります。よろしくお願いします。
つくし組 ◇◇ さら さん💛◇◇ りお さん
ひまわり組 ◇◇ えみ さん

保護者会からのお知らせ
新型コロナウイルス感染症の影響で、昨年度末の保護者会総会（紙上）にて
皆様から承諾を得た「保護者会年間計画」通りの実施が困難となっています。
現状を鑑みながら 5/26 に実施した第１回保護者会幹事会では、新年度の
係の決定や今後の保護者会活動についての協議を実施しました。
7/18（土）に予定していた保護者会主催の『しゃろーむまつり』につきましては
秋へ延期することとしました。開催までの間に幹事会にて対応策や内容を検討
していく事としましたので、この場をお借りしてご連絡いたします。
不安な気持ちが付きまとう新型コロナウイルス感染症の流行状態により、
他の活動計画も変更になる可能性があることをご了承ください。
保護者会長 佐藤 茂幸

フリーデー
食育サークル②

―７月の予定―
４日(土)５日(日) さくら組アドベンチャー
１４日(火)避難訓練
１５日(水)交通安全指導日
１６日(木)おまつりごっこ
１７日(金)誕生会
しゃろーむまつりについては検討中
２２日(水)終業の日

お友だちと一緒に 見て

指の先
なにがあるのかな？

考えて

おおきくなあれ

