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２０２１年度

聖書の言葉

「あなたがたの名が
天に書き記されていることを喜びなさい。」
ルカによる福音書１０章２０節
大きな筆を 肩に担いだ 小人たち
青色絵の具 たっぷり筆に ふくませて
白色キャンバス めがけて まっしぐら
「ヤーッツ！」 いっきに円を描いていた

それは陸上競技場・・・・・♪

小人はとびはね 絵の具を落とす ぽたぽたぽたと・・
桃色黄色 「アッ！紫が」 赤も 青もと 踊る色・・・・♪
命が入った！ 子どもとなって！ 動き出す！♪
キャンバスの中の競技場 子どもたちは走り出す 耳を澄ますと 聞こえてくるよ
聞こえてくるよ！ 歓声が♪・・空高く 空高く こだまする
あの日 あの時 あの場面 楽しかった しゃろーむ運動会
子どもたちの心の声も 楽しさも 大人の想い 楽しさも だれもが輝いていた
空に吸い込まれていくような 心地よく 癒された気持ちを覚えた
テーマ「想いよ とどけ！！」ドラマのような一日 子どもの力はすごい！子どもたちに感謝！
しゃろーむ太鼓がオープニングを飾り かけっこ 親子競技 大玉転がしリレー 夢心地の
虹色パラバルーン 見る人 全ての胸を熱くする 感動のひとこまでした！！
かけっこ 負けて悔しく涙する 「大丈夫? 大丈夫だよ またがんばろ～ね！ 」と背に手をか
けあう子どもたち なんて すばらしい 仲間たち しゃろーむ運動会には魔法の力が！
こみ上げてくる胸の熱さに目頭も 思い出の１ページとして脳裏に焼き付くことでしょう。
楽しめる運動会 感動を覚える運動会 和気あいあいと子どもの幸せが ここにあり！
人数制限の中、保護者の皆様には 大変ご不便をおかけいたしました。
運動会が楽しくできたことは 保護者皆様のご協力があったからこそであります。
職員一同 心より感謝申し上げます。ありがとうございます。
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、ていねいな関わりをもつ。
1・2 歳児：発達段階に合わせた運動遊びをし、楽しみながら成長発達を促す。
3 歳児 ：友達とのかかわりが深まり、やりとりする中で喜び合ったり、ぶつかり合ったり
と、思いを伝え合う経験ができるよう支える。
4・5 歳児：心を合わせる充実感や楽しさを感じられるような活動を計画に、整えていく。
「こどもは主体性をもって生まれてきています。 ありのまんまの姿から主体性を大切に」
そのことを胸にとめ 個を大切にしたい・・とことん遊べる環境、姿、そこから子どもたちの
学びが育つ。 人生に必要な知恵もそこから生まれる！当然、砂場や草原にも詰まっていま
す。その大切さを将来のために大事にしたい・・・・
「生きる力」になることを信じて、関わ
り続けている途上です。 そのためにも、保護者の皆様とお子さんのことをもっと語り合いた
いと思います。いつでも お立ち寄りください。共に語り合い成長を支援したい 私たちです。
・9 月 27 日、鷹巣小学校 5 年生との交流会、来春さくら組さんが 1 年生になると 6 年生
になって迎えてくださるお兄さんお姉さんたちとの交流会でした。
気分は来春を目指して！！そんな姿が見えるようでした。
・9 月 28 日、地域の方たち交えての避難訓練と備蓄の非常食体験を実施！
備蓄用アルファー米、大釜でつくるカレーを共に食する体験・笑顔で一緒におかわり！
＊ いつ どこで どんなことが！だからこそ・ 自分のことは自分で！！いけないことはいけない。
愛着形成は最も大事！大人の愛と我慢 抱きしめが重要！乳幼児期にほぼ確立、大事ですね。
・9 月 29 日、ひまわり組さんの栗拾い体験,坊沢の津谷露子評議員宅の栗林へ県北報公会の
バスに乗って
楽しい屋外での地域との関わりでした。
・今月は、3 歳以上児、クラスごとの親子遠足がございます。
保護者の皆様には重ね重ねご協力とご支援をよろしくお願い申し上げます
受動喫煙防止・早寝早起き朝ごはん・虐待防止全て子どもの成長のために 園長
小塚光子

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、

１０がつ うまれのおともだち おたんじょうびおめでとう

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

１２章２６節

０歳児 月主題および月のねがい 「やってみる」 （要約一部抜粋）
・戸外で身体を動かす遊びを楽しむ。
・周りのようすを感じながら、いろいろなことをしてみようとする。
１、２歳児 月主題および月のねがい 「たのしい」（要約一部抜粋）
・保育者と一緒に賛美したり祈ったりする。
・自然の中で友だちや保育者と身体を動かし季節の変化を感じる。
３歳児 月主題および月のねがい 「はずませて」
（要約一部抜粋）
・季節の移り変わりを感じる中で、身体を動かす心地よさを感じる。
・リズムや音楽に合わせて、歌ったり身体を動かすことに心を
はずませる。
４、５歳児 月主題および月のねがい「はずませて」（要約一部抜粋）
・神さまが作られて世界や自然を感じ、恵みへの感謝を賛美や祈りで
表す。
・絵本や物語をゆっくりと楽しむ。
・ひとりでも友だちとでも、心をはずませ取り組み、深めたり、創り
だすことを楽しむ。
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１０月の行事・予定

職員研修等

１さいになります
◇◇

うたさん（２３日）

４さいになります
◇◇ いちのさん（ ３日）
◇◇としはるさん（２７日）

５さいになります
◇◇なぎとさん（１０日）
６さいになります
◇◇いろはさん （１日）
◇◇そうがさん （３日）
◇◇ かほさん （７日）
◇◇りゅうまさん（９日）

―おしらせとおねがいー
○外で遊んだり散歩に出かけたりする時、衣服の調節ができるように着替えの
補充や入れ替えをお願いします。また、衣服や持ち物の名前が
薄れてきている場合は、見やすいように書き直ししてください。
○園駐車場をいつも気を付けてご利用くださりありがとう
ございます。「慣れた頃が危ない！」と思いますので今一度
利用の約束をご家族皆さんでお確かめください。
（参：園生活のしおり）
・車の頭から車止めまで入れてください。
・車から降りたら園庭側の歩道を歩く。
・反対車線からの進入やＵターンは禁止。
・大きな車は奥の交差点側に駐車。

赤い羽根共同募金運動の始まり

すみれ組親子遠足
集団療育訓練交流会 園長セミナー

さくら組 サツマイモ掘り
北秋田市保育・教育の支援の必要な
お子さんの審査会

―実習生が入ります― １０月１８日(月)～１０月２９日(金)
仙台こども専門学校 ２年生 柴田愛菜さん・佐藤茉奈さん・望月雅人さん
(事前に２週間、健康観察のため実家にて待機してから実習に入ります。)
―保育ボランティアー
１０月３０日(土)聖園短期大学２年生 ８名

（6 日 7 日）

地域合同避難訓練
中堅教諭等資質向上研修
祖父母交流会
ひまわり組 親子遠足

―１１月の予定―
４日(木）収穫感謝礼拝
食事会
５日(金）さくら組
鷹小と交流会
１２日(金)保育公開日
１６日(火）避難訓練
１８日(木）園児健康診断
３０日(火) 誕生会

―１０月からあたらしいお友だちがはいります―
つくし組
ちゅうりっぷ組
◇◇ にいなさん
◇◇◇はるとさん
◇◇◇ そらさん
また、一緒に遊ぼう！
◇◇
うたさん
◇◇ いぶきさん
◇◇
まこさん
どうぞよろしく
・・・よろしくお願いします・・・
つくし組園児数が１０月から１４名になりますので
佐々木香織が担任として加わります。

主任保育者研修会
保健衛生安全対策研修

食育クッキング
交通安全指導日
家庭教育学習講座

赤 ピンク 黄色 みどり 青・・・
チーフリーダー会
県保育士研修会
保育所等訪問
誕生会
バザー・フリーマーケット

県調査委員会
職員会

青空にたくさんの色が映えた
しゃろーむ運動会 最高！

