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聖書の言葉
「わたしがあなたがたを愛したように、
あなたがたも互いに愛し合いなさい。」
ヨハネによる福音書１３章３４節
楽しかったドライブスルーしゃろーむまつり、
しゃろーむ太鼓は運動会で！！
8 月 21 日はしゃろーむまつりでした。
本来はさくら組さんの力強いしゃろーむ太鼓が地域に響け！とオープニングを予定してまし
た。が、残念ながらコロナ感染防止の必要性から急遽、保護者会役員の皆様方と中止を決断
しました。
「しかし子どもたちに、思い出を残したい。あと 5 日後、やれることは？」
「ドライブスルー方式でやってみよう！！」
「そうだ！そうだ！」力強いお父さん方の声、
そして「お母さんたち手作りのチケットも活かしたい！！」「やれることを考えよう！」
役員の方が率先し超スピードで「お知らせ」も作成、全世帯に、即、お伝えすることができ
ました。全く初めての経験でした。
早朝より駐車場を活用し会場づくりに奮闘し 開催 10 分前 役員・職員スタンバイ！
車で来る人、歩いてくる人、混み合うこともなく、浴衣や甚平を身につけのんびり夏祭り気分
を味わいながら。手にいっぱいのお土産、子どもたちの笑顔にすくわれました。
役員皆様のお招きはんてん姿も素敵でした。また、ご近所さんの微笑む姿も印象的でした。
月曜日、早速喜びのメッセージがたくさん届きました。わなげごっこやポップコーンづくり
など、お家での楽しかった様子が見えるようでした。
保護者会皆様方のご支援 ご協力に 心より感謝申し上げます。ありがとうございました。
今月の大人の視点（保護者と職員が共に歩むために）
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 ：それぞれの育ちを見つめなおし、今後の成長過程を予想しつつ個々に必要な関
わりをしていく。
3 歳児
：友達とのかかわりが深まり やり取りする中で、喜び合ったり ぶつかりあった
りと、思いを伝えあう経験ができるように支える。
4・5 歳児 ：一人一人の遊びや友達との関係をよく見て、子どもの気持ちを理解しながら支
える。
転んだ、打った、擦りむいたなどの小さなケガは、子どもが元気に生活していれば日常茶飯事
です。こういう体験を積み重ねて子どもは体の使い方や大きなけがを防ぐ方法を体得してい
きます。応急処置の原則は「水」で洗い流すことが一番いいようです。

★伊勢堂岱遺跡が世界文化遺産登録に決定！！ おめでとう！ ★
★4000 年前、いのちの大切さを知っていた縄文時代の人達・・・・
不思議な石組みの円 円へのこだわり 太陽や丸い月 月がかけ、また丸く、太陽
が終わりなく続くように円に込めた祈りが未来を照らす・・・神秘です。
2021・9 月 市の広報を！ 爽やかな伊勢堂岱遺跡へ家族で行ってみましょう！
太陽は水素の塊 私たちは・水素・酸素・みず・健康な体には大切なものですね。
水分補給 太陽に向かって深呼吸 活性化酸素を除去する水素 睡眠を誘う月
きっと命をつなぐ健康の「宝物」ですね。大切にしましょう！
● 注意 たばこ 副流煙は有毒です。幼い子どもの命を知らず知らずに奪います。
受動喫煙防止にご協力を！！ 虐待にもつながりかねません！家族一丸で！！
少子化の時代です。子どもの命と健康をまもりましょう。

☂

★オリンピックが終わり、今はパラリンピック 様々な障害を克服しながら ありのままに、
堂々と 目の前のことに一生懸命戦う姿「生きる力」や「前向きの姿勢」を感じます。
力強い 心の持ち主の選手の皆さんから目が離せませんね。応援しましょう！
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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。

コリントの信徒への手紙Ⅰ

０歳児 月主題および月のねがい 「のびのびと」
・興味の範囲が広がり活発に動く。
・繰り返しいろいろなことを試してみる。

１２章２６節
（要約一部抜粋）

１、２歳児 月主題および月のねがい 「のびのび」（要約一部抜粋）
・保育者や友だちとのやりとりを楽しみながら、のびのびと過ごす。
・さんびかや聖書のお話に触れ、楽しむ。
３歳児 月主題および月のねがい 「心かよわせて」（要約一部抜粋）
・好きな遊びを気の合う友だちと一緒にすることが楽しくなり、交わ
りを喜ぶ。
・遊びの中や礼拝の中で、いのちのすばらしさに心をとめる。
４、５歳児 月主題および月のねがい「こころかよわせて」
（要約一部抜粋）

・聖書の中の神さまの物語(ことば)を共に聴く。
・自然と触れ合い、その美しさやおもしろさや不思議さに心を動かし
ながら遊ぶ。
・友だちと時と場を共有して遊び、楽しさにも難しさにも心をかよわ
せて過ごす。
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９月の行事・予定

職員研修等

水
木
幼保連携型認定こども園等
指導監査

給食検討会

運動会練習（５歳児）
運動会リハーサル

―１０月の予定―
２日(土）すみれ組親子遠足
９日(土）さくら組親子遠足
１２日(木）地域合同避難訓練
１６日(土）ひまわり組親子遠足
２２日(金) 交通安全指導
２３日(土) 家庭教育学習講座
２９日(金) 誕生会

９がつ うまれのおともだち おたんじょうびおめでとう
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さん（ ２日）
さん（ ９日）
さん（１７日）
さん（２５日）

６さいになります
●●● ゆ いさん（ １日）
● ● しゅうさん（ ５日）
●●● あまねさん（１９日）

園医 野口先生に感染症についてきいてみました。
こんな お話しをしてくださいました。
・・・・
「新型コロナウィルス感染症は、大人がウィルスを
持ち込み 子どもへ感染させますよ。
今 流行しているデルタ株は感染力が８倍です。
大人がウィルスを持ち込まないために、特に手洗いの
徹底とマスクの着用をしましょう。
」
（厚生労働省の対策と同じ）
「大人はワクチン接種を積極的に受けましょうね。
」
「それから」

「しゃろーむでは８月から 発熱・咳・鼻水症状の夏かぜにかかり、
受診する人が多かったですよね。昨年、夏かぜにかかる人が少なかったのは、
手洗いを徹底していたからです。昨年と今年の違いとして、大人も子どもも手洗い
が不十分になったと思われますよ。大人の手から感染しますので、
「手洗いは丁寧に２０秒以上洗うこと」ですよ。
このことが感染症の予防につながります。みなさん がんばりましょう！！」
野口先生！ありがとうございました。みんなで がんばります。
就学時健康診断予定
9/ 3（金）鷹巣東小学校（交流センター）
10/ 1（金）鷹巣小学校 （鷹巣小学校）
10/11（月）清鷹小学校 （市民ふれあいプラザコムコム）
～職員紹介～ 佐伯法子(さえきのりこ)
８月１９日から保育補助として加わり
ました。よろしくお願いします。
ちゅうりっぷ組

退園します
また 会おうね
ひまわり組 ●●このはさん
つくし組
●●ふうかさん

担任 畠山葉子が 産休に入りました。
フリー 藤嶋真貴子が担任(クラスリーダー)として
保育にあたります。よろしくお願いします。

―おしらせとおねがい―
敬老の日

北秋田市文化祭は中止の
お知らせがありました

運動会リハーサル
秋分の日
誕生会
運動会
チーフリーダー会
地域合同避難訓練
職員会

○例年さくら組が参加していました『北秋田市たかのす太鼓まつり』は残念な
がら今年も中止のお知らせがありました。来年こそは…というみなさんの
願いが届きますように。
○９月２５日（土）運動会が行われます。
会場は北秋田市鷹巣陸上競技場（雨天時は鷹巣小学校体育館）です。
今年度もコロナ感染予防として様々なお願いがありますので、特集号 等を
ご家族みなさんでごらんください。
○運動会リハーサル①9/15（水） ②9/22（水）について
通常の保育の中で出掛け、昼食までには園に戻り給食を食べます。
水筒を持参して陸上競技場（雨天：糠沢体育館）へ出掛けます。
○園庭などで、かけっこやダンスをして遊ぶ機会が多くなります。
サンダルではなく、ズックで登園してください。
（サイズ、記名確認）

