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２０２１年度

聖書の言葉
「わたしの恵みは あなたに十分である。」
コリントの信徒への手紙２ １２章９節
園庭の築山に 長靴で力強く登るちゅうりっぷ２歳の子ども達、登頂大成功！ バンザ～イ！
その子らの後ろに真っ赤に染まった 桜の木、冬の気配を感じる今日この頃ですね。
あっという間の７ヶ月、子どもたちは遊びを通し様々な経験を重ね心も体も大きく成長、自
ら考え発展させている姿に感動を覚えます。遊びの力は生きる力に！遊びの天才です。
「人生に必要な知恵は全て幼稚園の砂場で学んだ」エッセイ集のタイトル―ロバート・フルカムー
本当に知っておくべき人生の知恵は、大学院という山の山頂ではなく、砂場や遊びの中に埋っている。

１０月の目玉、親子遠足。３・４歳児：内陸線や秋北バスを使いくまくま園。５歳児：慣れ
た足取りでお家の方をエスコートした森吉登山。地域の交通機関を存分に使い、多くの関係機
関皆様からご支援も頂きました。内陸線支援室の皆さん、内陸線駅員の皆さん、売店のおばさ
ん、くまくま園のおじさん、秋北バスのおじさん、ゴンドラ駅舎の駅長さん、阿仁公民館の管
理人さん。笑顔のお迎え、優しい言葉「子どもが大好き、かわいい！」と連発。
子どもあっての地域・親子の笑顔、最高でした。保護者皆様のご協力に感謝申し上げます。
親子遠足の感想より一部抜粋

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 「おいしいね」 （要約一部抜粋）
・保育者の「ありがとう」という祈りに、うれしい気持ちを重ねる。
・秋の実りを一緒に喜び味わう。
１、２歳児 月主題および月のねがい 「ありがとう」
（要約一部抜粋）
・神さまがくださったたくさんの恵みを味わい感謝する。
・自分を自由に表現し、そのことを受け止められて安心して過ごす。
３歳児 月主題および月のねがい 「深める」（要約一部抜粋）
・体験したことを、ごっこ遊びやもの作りなどで再現して楽しむ。
・葛藤を感じる場面で、相手に思いを表し、共感してもらったり
自分で折り合いをつける経験をする。
４、５歳児 月主題および月のねがい「深める」
（要約一部抜粋）
・成長させてくださる神さま、実りの時をくださる神さまに感謝する。
・自分で感じ想像し工夫し、創ったり表現したりすることを深める。
・友だちと心を合わせて、相談したり、アイディアを出し合ったり、
思いの違いを調整しながら喜んで遊ぶ。
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曜日

貴重な体験でした。ありがとうございました。数日経っても“楽しかった”と話題に・・
多くの方から感想頂き、全職員 喜びを覚えました。保育に携わる者として感無量でした。
＊楽しかった活動の絵を展示しています。どうぞ中に入りご観覧ください。
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土
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家庭教育講座の感想より一部抜粋：
講師 秋田県教育庁北教育事務所
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月

9

火

Ｋさん‥甘えん坊で抱っこ抱っこの○○○ですが、重いリュックも自分で背負い泣き言一つ言わず全て
やり切る姿にびっくりしました。山道は危険な箇所も多くつい「気を付けて！」などと声をかけたら・・
「大丈夫 ○○〇わかっているからそういうこと言わないで」と怒られました・・自ら危険個所に気づき
回避し気を付けて歩く様子に・・・略・・・子どもの成長・力を信じ口出しを減らそうと思います。

社会福祉主事

辻永佳樹

当日参加できなかった保護者の皆さんへ・資料は風除室の棚にご活用ください。
少子化が進む北秋田市です。今後、園児数が激減、園の存続が危ぶまれ どのような保育行
政を展開すべきか？課題山積する時代に入ると思います。だからこそ、地域の在り方、大人の
責務を明確に打ち出し、行政と地域連携で「未来に生きる子どもたちの力」を育む体制づくり
が急務と思われ 2040 年を見据え保育の在り方を検討し続けたいと思います。
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：神様から与えられたたくさんの恵みに感謝し、その気持ちを子どもたちと
分かち合う。
3 歳児
: 友だち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
合ったりと、思いを伝えあう経験ができるように支える。
4・5 歳児：保育者間で聖書を読み、賛美歌を歌い、祈り合って、アドベントの備えをする。

早寝早起き朝ごはん 受動喫煙防止
乳幼児突然死症候群 SIDS 対策強化月間

11 月 1 日～11 月 30 日

「1 歳になるまでは、寝かせるときはあおむけに寝かせましょう。
」
「母乳の大切さ」
「たばこ
はやめましょう。
」を守ることにより発生率が低くなるデーターがあるとのことです。

児童虐待防止推進月間 11 月 1 日～11 月 30 日
子どもの生命が奪われる重大事件が後を絶たない社会
今月もどうぞ よろしくお願いいたします。
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１１月の行事・予定

子どもの命と権利を守りましょう。
― 園 長 小塚 光子 ―
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職員研修等
社会福祉法人監事研修

収穫感謝礼拝・食事会
さくら組
鷹巣小学校 1 年生との交流会

北秋田市法人監査
新規採用者研修

先生

「スマホ、タブレットとの上手な付き合い方」 ～保護者が今日からできそうなこと～
Ｓさん…「大人（私自身）とネット機器の見直しが必要と実感しました。親の背中を見て子どもは育つ・・
肝に命じなければ…と反省しました。「自転車デビューと同じ意識で支える」が分かり易かったです。我
が家は、幼・小・中・高とそれぞれの年代がいます。約束を守れないことも多く悩むことが。聞きながら
約束事を子どもと相談していなかったことに気づかされ・・・子どもたちがネット機器を上手にコントロ
ールして使えるようになるためにも、まず親自身が日頃の使い方を見直すことの重要性を感じました。

１２章２６節

保健衛生・安全対策研修
労務管理者オンラインセミナー
市保健センター運営委員会
障害児保育研修

障害児保育研修
保育公開 市行政評価委員会

避難訓練
第 2 回園内特別支援委員会
園児健康診断
マネジメント研修

１１がつ うまれのおともだち おたんじょうびおめでとう
４さいになります
★★ みささん（ ７日）
★★ うたさん（３０日）

１さいになります
★★ひろとさん（２４日）
５さいになります

６さいになります
★★
こうさん （１日）
★★ つぎはるさん（４日）
★★しゅうさくさん（６日）

★★かずきさん（ ６日）
★★はるとさん（ ９日）
★★はづきさん（１６日）
★★ あやさん（２１日）

―おしらせとおねがいー
○園児健康診断は、１１月１８日(木)午後１時からです。
体調を整えて、みんなが受診できますように。
詳しくは、保健だよりをごらんください。
○寒さを感じる季節になりました。お子さんの着替えの入れ替えはお済み
でしょうか？新しい冬ものの洋服には、名前を忘れずに書いてください。
冬ぐつや内ズックのサイズ確認もお願いします。
― おしらせ ―
２０２２年度の入園（継続）申し込みについて
申請書類は 11/１から事務室でお渡しできますので、事務室にお立ち寄り
ください。申請書類受付は１１月１日（月）～１１月３０日(火)までです。
☆あたらしいお友だちがはいります☆
つくし組
★★ひろと さん
どうぞよろしくおねがいします。

元気でね
つくし組
★★ れい さん
１０月で退園しました。
また遊びにきてね。

―実習生が入ります― １１月８日(月)～１１月１２日(金)
あ かし

らん

柴田学園 保育科１年
明石 蘭さん
(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。)
―１２月の予定―
３日(金)アドベントⅡ
４日(土)0.1.2 歳児クリスマス会
１０日(金)アドベントⅢ
１５日(水)クリスマスリハーサル①
１７日(金)クリスマスリハーサル②
１８日(土)クリスマス礼拝・祝会
２０日(月)１号認定 終業の日

２０２１年度クリスマス会について
０，１，２歳児は
４日（土）しゃろーむホールで
３，４，５歳児は
１８日(土)北秋田市文化会館で
行いますのでご予定ください。

チーフリーダー会

アドベントⅠ

誕生会

保健衛生・安全対策研修
保健衛生・安全対策研修
職員会 市行政評価委員会

ねえ！晴れたよ☀
お外であそぼうよ
秋の日の晴れ間は
みんなへの
うれしい
プレゼント

