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共に喜んで

８がつうまれのおともだち
おたんじょうびおめでと
５さいになります
う

～すべての歩みの中～

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。

コリントの信徒への手紙Ⅰ
〒018-3316 北秋田市東横町１０－３４
☎６２－１２４９、６２－１０４９
http：//www.shalom-takanosu.net

８月の聖書の言葉
憐れみ深い人々は、幸いである。その人たちは憐れみを受ける。
―マタイによる福音書

５章７節―

現地取材より・・・
「ここは しゃろーむ
クローバー白花に並ぶ「ちっちゃな畑があります。」
「子どもたちが丹精込めて 育てている畑です。のぞいて見ましょう！」
「なんと、野菜が鈴なりで～す♪ オーッ 屋上で子どもたちがはしゃいでいます！」
「まずは どれどれ これは なにかな？ アレ？ アレアレ⤴
カワイー！」
つい歌いたくなりました。・・・♪♪

ちょこんと咲いた 白い花 ふんわり土の その下で じゃがいもホクホク 育
ってる
🍅黄緑色した トマトさん もうすぐ 赤く ほほえむね
黄色い小花のそのそばに １本 ２本 ３本と 食べごろ きゅうり ぶら～ん ぶ
らん
🍂 黄色い花のそのそばに 小さなゴーヤが ぷら～ん ぷらん
ゴーヤカーテン
完成 まじか？ きっと しゃろーむ きもちいい
🍂
すくすく育つ ひまわりは 太陽めざし まだのびる お日様みたいな ひまわ
りに ♪
屋上に 響く歓声 水しぶき プールであそぶ はだか んぼう♪（水着）
畑に散水 水しぶき 飛び散る しぶき 頭上から・・
温もりに包まれた 子どもの環境
水も土も太陽も 全ての人も 子どもと共に
★今日も 子どもの笑顔と歓声が★★★地域に「げんき」と「生きがい」を・・・★
💛取材考察：子どもを育む 地域の力 地域の愛こそ 子育て支援に親支援
2040 年に生きる この子らに 大人の責務を感じながら ・・・・
（現地リポーター小塚でした しゃろーむ）
特別授業やオリンピック、お墓参りにしゃろーむまつり、楽しいことがたくさんあります。
くれぐれも交通事故に合わないように！そして、体調を崩さないようお過ごしください。
異常気象です。熱中症やゲリラ豪雨 何があるか わからないこの時代、くれぐれもご留意
ください。

今月の大人の視点（保護者と職員が共に育むために）
0 歳児
：一人一人の生活リズムや発達段階に合わせて、丁寧な関わりをもつ。
1・2 歳児：個々の気持ちに寄り添いながら「やってみたい」という思いを大切にする。
3 歳児
：子どもの自分でしようとする姿を大切にし、ゆっくりと待ち支える。
4・5 歳児：家庭と連携して、健康な生活リズム・生活習慣を大切に支える。
★早寝早起き朝ごはん・受動喫煙防止・虐待防止 全ての意識は親しだい 大人の意識ですね。

朝の太陽で深呼吸・家族で楽しく朝ごはん 今日も笑顔で

いってきま～す。

食が変える！ 子どもの未来
保育の中で大切なことはたくさんありますが、まず食を整えること、特に幼児期
は全ての土台をつくる大切な時期です。[命ある食材を食することは命をつなぐ]
🍂🥕「食で変わる心と体」
🍂🥕
しゃろーむ給食は調味料に煮干し・小魚・出し昆布です。ミネラル含む食材を意識しています。
ミネラルは人間の臓器、細胞の活動をサポート、骨や歯のもとにも、心と体の健康づくりには
大切な役割を担っています。献立表を参考にしてくだされば幸いです。
食育ワンポイント・試してみませんかミネラルを強化した「食」・・ご飯を炊くときに煮干
し・あご・昆布のだし汁を入れる。「心と体」にいいことがあります。スマホでチョット検
索してみてください。「ミネラルの大切さ」ふりかけ活用もいいかも
家族の皆さんへ：食べ方変えて認知症予防・野菜豊富の この夏 から！！
糖質過多、乳製品や小麦の摂りすぎは脳の老化の呼び水に。体にたまった「サビ・コケ・カ
ビ・シミ」特に、ラーメン、菓子パン、ケーキ 運動苦手・・見た目の老化にもつながるそ
うです。「大変だ！」すでに と思われる人はこれ以上増やさないために、食べ方を変える
こと「私もです！」家族で毎日の食事を見直し、改善していきましょう。

１２章２６節

０歳児 月主題および月のねがい 「ゆったりと」一部抜粋
・沐浴や水遊びで汗を流すなど、暑さや感染症への配慮の中、健康に過ごす。
・周りの人に守られ愛されていることを感じ、ゆったりと過ごす。

２さいになります

１、２歳児 月主題および月のねがい 「ゆったり」
・神さまや周りの人たちに守られ、愛されていることを感じる。
・家族や保育者とゆったりとした時間を過ごし、心を満たす。
・暑さや感染症から守られ、健康に過ごす。

◯◯ そうまさん（ ６日）
◯◯ とわ さん（ ７日）
◯◯ あおばさん（１２日）
◯◯ いろはさん（１６日）

３歳児 月主題および月のねがい「祈り合う」 一部抜粋
・夏の経験の中でも、神さまのお守りがあることを感じる。
・木陰の気持ち良さや水遊びの後に汗がひいて涼しくなる感触を味わう。
４・５歳児 月主題および月のねがい 「祈り合う」
・暑さの中、夏ならではの遊びを喜びゆったりと遊び心身の休息の時も持つ。
・穏やかに、落ち着いた丁寧な生活をする。
・神さま・イエスさまが平和をくださり、私たちに平和をつくりだすことを
望まれていることを知り、祈り合う。
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８月行事予定

職員研修等

県保育士会ブロック別勉強会

さくら組特別授業
山の日
振替休日
中堅教諭等資質向上研修
職員研修
９月の予定
２４日(金) 誕生会
２５日(土) 運動会
２８日(火) 避難訓練
３０日(木) 職員会
＊太鼓まつりは中止です。

３さいになります
◯◯ はやとさん（１０日）

◯◯りょうすけさん( ３日）
◯◯◯ こうさん （ ４日）
◯◯
るいさん （ ４日）
◯◯ ちひろさん （ ９日）
◯◯◯ あきさん （１４日）
◯◯
ゆうさん (２４日)
◯◯こうすけさん (２６日)
６さいになります
◯◯ みちかさん（１２日）
◯◯ はづきさん（２３日）
◯◯りょうかさん（２９日）

―おねがい―
○夏休みに入るご家庭で、休み中に何か変わったこと（けがや病気など）や
心配なことがある場合は園にご連絡ください。
（しゃろーむ 0186-62-1249）
○「夏本番！子どもの水の事故に
ご注意ください！」
大人は子どもから目を離さずに必ず手の届く
範囲にいましょう。(文科省からの啓発あり)
○園向いの駐車場の利用の仕方が変わります。（7/24 からの予定）
7/22 設置工事を予定しております。同日メールにてお知らせいたします
のでご確認ください。
○福祉医療費受給者証（マル福）が 8 月１日で更新となります。
すでに提出いただいているご家庭もありますが、
まだの方はコピーをお届けください。（事務室 櫻田）
８月１日から新しいお友だちが入ります。
○すみれ組
◯◯ たいせいさん
よろしくお願いします。
―

おしらせ ―
実習生がはいります。 ８月３０日(月)～９月１１日(土)（教育実習）
聖園学園短期大学 １年 佐藤 星菜さん
よろしくお願いします。

地区保育士会幹事会

《子育て支援センターから》
・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。

しゃろーむまつり（交流センター）
始業の日（１号認定）
避難訓練

誕生会

チーフリーダー会
新任保育者研修会
第 30 次研修
県保育士会調査委員会
職員会

笑顔

夏！

水

