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年 主 題
共に喜んで ～すべての歩みの中～
年主題聖句 一つの部分が苦しめば、すべての部分が共に苦しみ、
一つの部分が尊ばれれば、すべての部分が共に喜ぶのです。
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☎６２－１２４９、６２－１０４９
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５月の聖書の言葉
安心して行きなさい。
―マルコによる福音書 ５章３４節―
やまざくら 小さな庭の 小さな木
ここは しゃろーむ 私のお城
ももいろドレスを 身にまとい きょうは どの子と あそぼかな
まぶしい青空 背に受けて あの子をめがけて 舞いおりる
ひら ひら ひら ひら ひ～ら ひら
あっ あのこが 見つめてくれた！ まっててね～💛
砂場で遊ぶ 子どもたち わたしは そ～っと なかまいり
ひら ひら ひら と 手のひらに ・・・・
静かに降りた その時でした
わたしは ちっちゃなゆびに つままれながら
小さな お皿に のせられました・・うふふふふ しあわせ・・💛💛
それを見ていた はなびらたちは つぎから つぎへと なかまいり・・
（4 月 24 日 心癒された午前１０時の一場面でした。 ）

☀ しゃろーむ ！ ☀
おどろき：近頃 玄関から笑顔で両手を広げヨチヨチお部屋に向かう １歳児
いつからか泣き声が聞かれなくなり、その子はお庭を駆け回っていました。
３．４．５歳児は、わずか一ヶ月、ずいぶん成長し感心することもたくさん見つかって
います。年長さんは自然な立ち振舞い、周囲に配慮する姿、驚かされています。
☀ 地域と共に： お散歩 キャッチボール 砂遊び 地域に響く子どもたちの声に誘われ
遊びをのぞくご近所さん、おじさんやおばさんは笑顔で「生きる力になります！」
めんけなぁ あえ～ありがどさん～（かわいいね ありがとう） 大きな存在 アイドルかも。
保護者と共に： 保護者の皆さんはきっと この一ヵ月、長かったことでしょうね。
「後ろ髪が引かれる思いってこのこと？」心を痛めたことでしょう。心の回復 大丈夫で
すか？ ＊少しでも気になることがありましたら、いつでも心の声をお聞かせください。
＊投書箱もございます。嬉しい事・悲しい事・相談事ご自由にご活用ください。
教育・保育・療育： お昼のお食事、小さい子どもたちも「おかわり～！」 元気です。
遊んで 食べて お昼寝（休憩）し また遊ぶ ！遊びの中から育つ自主性をしっかりと見
守ります。大事な学びの一日。 育ち合う・喜び合う・遊びを通しておもしろいと感じと
る・そして共感するこどもたち・・・目をつむりお祈りする姿に満足感と安心感が。そんな
子どもたちに寄り添いながら・・・遊びの環境づくりに配慮します。

今月の大人の視点として （保護者と保育教諭 が共に育むために）
「個々の様子をじっくり見つめ一人一人に必要な言葉と手を添えて関わっていく。」
０歳：一人一人の生活リズムや発達段階に合わせて、ていねいな関わりをもつ。
特に仕草、表情、視線等をゆったりと観察しなければ、意志がわからない時期です。園での
様子、お子さんの気持ちをしっかりお伝えしたいと思います。
言葉にならない子どもの思いを 感じつつ 祈りながら・・・
１・２歳児：個々の様子をじっくり見つめ、一人一人に必要な言葉と手を添えて関わっていく。
３歳児：一人一人の在り方で、好きなことをみつけて動き始める姿を見守る。
４・５歳児：子どもが興味関心を抱き、楽しく取り組めるような環境をつくる。
大人の約束

受動喫煙防止：子ども、女性の体に「たばこ」は有害です。
早寝早起き朝ごはん：生活のルール：社会のルール
：乳幼児期の生活が思春期～青年期の土台作りそれは、日々の積み重ねですね。
今月もどうぞよろしくお願いいたします。

園 長 小塚 光子

コリントの信徒への手紙Ⅰ

１２章２６節

０歳児 月主題および月のねがい 「だいじょうぶ」一部抜粋
・保育者に守られ、神さまのお守りの中 安心して過ごす。
・おだやかでやさしいことばをかけられ満たされて過ごす。

５がつうまれのおともだち
おたんじょうびおめでとう

２さいになります
◇◇ せんとさん（ ７日）
◇◇◇ひのでさん（２１日）

◇◇しょうまさん（１７日）
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５月行事予定

憲法記念日
みどりの日
こどもの日
第 1 回保護者会幹事会

職員研修等

子どもたちも楽しみにしているゴールデン
ウイーク♪
お出かけの際は、事故や怪我に十分気を付
けてください。
また、新年度がスタートしてからの疲れも
たまって、体調を崩しやすくなっているお
子さんも見られます。体調など様子を見な
がら無理のない計画で！
睡眠をたっぷり取って、休み明けは元気に
登園してくださいね。待っています💛

昨年からの新型コロナウィルス感染症が世界中
で拡大。第２派！第３波！これほど長期化とは誰
も想像していなかったでしょう。
今まで通り、マスク・手洗い・手指消毒等の基本
的なことはもちろんですが、万が一感染しても
発症しない、重症化しない体力・免疫力を子ども
たちが身につけていくためにも、リスクの低い
園庭や戸外での活動を。そして十分な食事と睡
眠、生活リズムを整え、免疫力の向上と感染予防
に努めましょう。

交通安全指導日(警察官による交通安全指導)

栄養士・調理師会

れい
ぜん

さん （２４日）
さん （２９日）

５さいになります
◇◇めいなさん （２６日）

６さいになります
◇◇かんなさん (２７日)

３歳児 月主題および月のねがい「動き出す」 一部抜粋
・保育者や友だちと一緒にさんびかを歌うことやお祈りをすることを喜ぶ。
・身の回りのことを、保育者に助けられながら安心して行う。

日

◇◇
◇◇

３さいになります

１、２歳児 月主題および月のねがい 「だいじょうぶ」
・お祈りやさんびかに親しむ。
・一緒にいる保育者や友だちと安心して過ごす。
・周りの大人に十分に受け止めてもらって、思いを表現する。

４・５歳児 月主題および月のねがい 「動き出す」一部抜粋
・与えられている時・もの・こと・人・自然などの恵みを喜び、神さまに
感謝する。
・感じて考えて、自分のやり方で動き出し、様々な事(遊び)に興味をもつ。

４さいになります

―おねがい―
○洋服の安全性について
外遊びが気持ち良い季節になり、園や公園の大型遊具で遊ぶ機会が増え
てきました。遊具に引っかかる危険性のある洋服について(フード付き
長いスカート等)家族で確かめてください。
デザインよりもお子さんの命💛最優先で！
○自動ドアの開閉ボタン、登降園システム、園内扉の鍵の開閉について
お子さんにボタンを押させている方、おられませんか？
開閉の仕方を覚え、一人で外に出てしまう危険に繋がるおそれがあり
ます。保護者が操作するようにしてください。
○駐車場利用について
園庭側駐車場および園舎向い側駐車場は、一方通行をお願いしています。
重要事項説明書「園生活のしおり」を再度ご覧いただき、駐車場の
約束事を守り、子どもたちが安全に歩行できるようにしましょう。
２０２１年度は「社会福祉法人の新制度における評議員・理事・監事の
改選」が行われます。決定次第、社会福祉法人 鷹巣地の塩会の役員の
皆さまをご紹介させていただきます。
・・・園評価委員・苦情解決第三者委員の皆さま・・・
２０２１年度 園評価委員
木下 隆(鷹巣小学校長)
成田幸永(元保護者会長)
三國佳紀(地域代表)

苦情解決第三者委員
中嶋朝子(元小学校教頭)
中村智子
(もろびこども園 園長)

保健師看護師会

今年度もよろしくお願いいたします。

園児健康診断

《子育て支援センターから》
チーフリーダー会
避難訓練(地震 震度５弱 引き渡し訓練)
さくら組園児遠足
誕生会

2020 年度決算理事会

・在宅で子育てしている方を、フリーデーやウェルカムガーデンにお誘いください。
楽しい時間を過ごしながら育児情報を交換し合いましょう。
・月の予定表は支援室前に掲示します。お気軽にお声掛けください。

６月の予定
５月定例職員会

３日(木)歯科検診
１１日(金)花の日礼拝・訪問
２２日(火)避難訓練
２５日(金)誕生会 職員会

５月１日から新しいお友だちが入ります。
・つくし組
◇◇はるきさん
・たんぽぽ組 ◇◇だん さん
よろしくお願いします。

