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＜年 主 題＞  つながって  ～今、わたしをいきる～ 
＜年主題聖句＞   
主がすべての災いを遠ざけて あなたを見守り あなたの魂を見守ってくだ 
さるように。あなたの出で立つのも帰るのも 主が見守ってくださるように。 
今も、そしてとこしえに。            詩編 121 篇 7～8 節 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

   

  

日 曜日 ８月行事予定 職員研修等 

1 月   

2 火 市教委主催 中学生職場体験  

3 水 さくら組特別授業  

4 木   

5 金   

6 土   

7 日   

8 月   

9 火  
園内特別支援研修① 

中堅教諭等資質向上研修Ⅲ 

10 水  園内特別支援研修② 

11 木 山の日  

12 金   

13 土 希望保育  

14 日   

15 月 希望保育  

16 火   

17 水   

18 木 第３回 保護者会幹事会  

19 金   

20 土   

21 日   

22 月 １号始業の日 チーフリーダー会 

23 火 避難訓練  

24 水   

25 木   

26 金 誕生会 職員会 

27 土   

28 日   

29 月   

30 火   

31 水   

２０２２年７月２２日 発行 

 
 
 

 
 

〒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 
いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。どんな事にも感謝しなさい。 

―テサロニケの信徒への手紙Ⅰ ５章１６～１８節― 

８がつうまれのおともだち  

おたんじょうびおめでとう 

３さいになります 

―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】と【熱中症】に 

ご注意ください！」 

           子どもから目を離さずに大人の手が必ず届く範囲 

にいましょう。直射日光や外気温に留意しましょう 

○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。 

事務室 櫻田までコピーを 

お届けください。 

○お子さんの持ち物すべてにお名前書いていますか？ 

「自分の事は自分で行う」ためには、持ち物に 

名前や目印が無いとお子さんが困っちゃいますね。 

☆☆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 

４さいになります 

☆☆ はやとさん（１０日） 

 

 

 

☆☆ 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） 

 

 

８月１日から新しいお友だちが入ります。 

○つくし組 ☆☆あおい さん  よろしくお願いします。 

太陽がまぶしく 水はキラキラ 夏本番突入です。 

0・1・2歳児は未満児園庭、3・4・5歳児は屋上園庭、それぞれが、みずあそび 

プール遊びを・・存分に楽しんでいます。 今日もしゃろーむっ子 は 元気です ! 
 

涼しい朝 さくらさんは「しゃろーむファーム」で草取りを・・・ 

スイカが 3個 草わらの中で「にっこり」 カラスから身を守っているようでした         

保育室では、成虫になった「カブトムシ」に一点集中！・・大好きな夏です！！ 

 ☆各クラスの様子は、この後 配布される「クラスだより」でお楽しみください。 
 

7月 2～3日 【さくら組アドベンチャー】 

澄みきった青空 に白い雲   鮮やかな樹々の緑   真っ青なゴンドラ 

黄色い森吉 Tシャツに 赤 桃 青 黄の帽子 

 「ヤッホォー！」 「おとうさ～ん！」「おかあさ～ん！」26人の声が山々にこだま 

する、白い雲の中でのお弁当 「スゲー 雲の中だよ あの空の雲が ここに！ 

すげえなぁ！」 

真っ黒い 大きな冠岩 素晴らしい感動の「思い出のアドベンチャー」でした。 

一夜明け なんか子どもたち 変わったみたい・・ちょっとお兄さん お姉さんに・・ 

子どもって すばらしい！！ 子どもたちの心も瞳も身体も輝いています！ 

大人の私たちも 振り返りながら ・・・・子どもたちに感謝です。  
 

7月 16日  【しゃろーむまつり】  ドライブスルー                             

保護者会主催として役員の皆さまには大変ご難儀をおかけいたしました。 

朝早い準備から片づけまで。太鼓や笛で楽しい時間を盛り上げていただきました。 

ご家庭で ポップコーンづくりや人形すくい 楽しんでくださったことと思います。 

感謝申し上げます。ありがとうございました。 

来年こそは 子どもたちの樽太鼓でオープニング！ 

元気いっぱいワイワイ ガヤガヤ ご家族や地域の皆さんと 

ともに楽しめることを 心からお祈りしたいと思います。 
 
教育・保育の観点から ：子育て：ワンポイント アドバイス 

ハイハイも歩行も喃語も誰も教えなくても、自分で自分を教育していく力があります。 

子どもの主体性、その発達を読み取る大人の資質が子どもの力を伸ばすことでしょう。 

『大人の転ばぬ先の杖』は、子どもの「やる気・生きる力」をつみかねないかも・・・ 

夢中になって遊ぶ時の集中力、リラックスするときの脱力、大切な緊張と脱力で、 

筋力と神経が育つ（基本）。なにより子どもの「歩き」は大事です。 

あとは体を育てる食事があれば OK！ 

「歩くこと」はとても大事。 体幹も姿勢も成長します。姿勢が育つと呼吸も・・・・  

荷物を持って歩ける子はバランスが良くなりますね。自分のものは自分で持つ。 

我慢や集中力、かたづけにも・・園への登降園、歩く機会を意識的に増やしましょう。 

小学校へ向けての心と体の健康づくりは 0歳から始まっています！！ 

気付いた時、気付いたところから始めましょう！  今です！！！ 
 
健康状態悪い時は、お薬も大事ですが、自分の体を正常に戻そうとする自己治癒力

を引き出すために休養と食事にご配慮を！ 

心も体も家族そろって健康に…基本は「早寝 早起き 朝ごはん！」家族愛ですね 

☆食を変えると子どもが変わる！と言われるほど！食事の工夫に留意しましょう。 

☆子どもの不調・家族の不調の原因となる食を足し算＆引き算しませんか。 

☆「          受動喫煙防止」家族全体で確認し合いましょう。子どもの体に何らかの影響

が！皆さんのお宅は大丈夫ですか？ 

子どもの未来に大人の責任を果たす「今」が大事です ❣❣❣ 

お墓参りや懐かしいご家族との出会い お出かけもおありと存じます。 

穏やかな 日々をお過ごしください。                  園 長 小塚 光子 

＜０歳児＞   月主題および月のねがい 「ゆったりと」 
・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 
・ゆったりと過ごす 
・暑い夏を体調を整えて過ごす 

＜１、２歳児＞ 月主題および月のねがい 「ゆったりと」 
・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 
・家族や友だちともゆったりと過ごす 
・虫などをゆっくり見たり、触ってみたりする 

＜３歳児＞   月主題および月のねがい 「祈りあう」 
・いつでもどこにいても神さまが共にいてくださることを感じ祈り合う 
・いつもとは違う人との関わりや環境の変化も通して、興味関心が広がる 
・セミの声、木陰の風の心地よさ、旬の野菜・果物の美味しさなど夏ならでは 
の経験をする 

＜４、５歳児＞ 月主題および月のねがい 「祈りあう」 
・神さまが私たちにくださっている平和を知り感謝し、平和を作り出す一人 
になれるように祈る 

・平和に関する話を聞いたり絵本などを見て、心を動かし、できることを考える 
・ゆったりと穏やかに落ち着いて暮らす 

９月の予定 
14 日 運動会現地練習①      26 日 避難訓練 

21 日 運動会現地練習②      30 日 誕生会 

24 日 運動会（保護者参加）月礼拝 

１さいになります 

☆☆ みうさん （ ４日） 

 

 

 

２さいになります 

☆☆ にいなさん（２７日） 

 

 

 

2022 年度 コロナ禍でのしゃろーむまつり 
幹事の皆さんと職員で役割分担！急な準備でも大成功！！笑 

 


