
―おしらせとおねがい― 
○９月１１日（日）『北秋田市たかのす太鼓まつり』 

でさくら組がしゃろーむ太鼓を披露します！ 

開始時間は 13：45頃、ステージ出演予定！！ 

道の駅たかのす特設ステージへお越しください！ 

（詳細は後程お知らせします）  

○９月２４日（土）運動会が行われます。（保護者参加行事） 

        会場は北秋田市鷹巣陸上競技場（雨天時は鷹巣体育館） 

コロナ禍ではありますが、今年度も感染予防対策をしな 

がらみんなで運動遊びを楽しみましょう！！ 

後日配布する「運動会特集号」等でお知らせします。 

○運動会リハーサル①②について 

 すみれ、ひまわり、さくら組が通常の保育の中で 

運動会会場へ出掛け、給食までには園に戻ります。 

○園庭や児童公園等で、かけっこやダンスをして 

遊ぶ機会が増えます。 

サンダルではなく、ズックで登園してください。 

（サイズ、記名の確認もお願いします） 

      ○新型コロナや暑さでプールや水遊びが出来なかった分、 

秋は楽しいことを計画しています！おまけに保護者会 

の交流会要素も含めた鍋っこ遠足を計画しています！ 

無事に開催できますように…お楽しみに！ 

     ２０２２年度 

 

 

＜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 ９月の行事・予定 職員研修等 

1 木  
会計実務者研修会 

教育センターC講座 

2 金  会計実務者研修会 

3 土   

4 日   

5 月  ５年経験者研修Ⅱ 

6 火   

7 水 秋田県信用組合 贈呈式  

8 木   

9 金   

10 土 保護者会作業日（園庭遊具塗装）  

11 日 北秋田市たかのす太鼓まつり（５歳児）  

12 月   

13 火   

14 水 運動会リハーサル①（３～５歳児）  

15 木   

16 金   

17 土   

18 日   

19 月 敬老の日  

20 火   

21 水 運動会リハーサル②（３～５歳児）  

22 木  中堅教諭等資質向上研修 

23 金 秋分の日  

24 土 運動会（保護者参加）月礼拝  

25 日   

26 月 チーフリーダー会  

27 火 避難訓練（非常食炊き出し訓練）  

28 水 消防体験  

29 木 鷹小子ども交流（５年生来園）  

30 金 
誕生会 

職員会 
 

 

     

  

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
  

聖書の言葉 

あるものは百倍にもなった。 
マルコによる福音書４章１～９節 

―１０月の予定― 

 
１日(土）すみれ組親子遠足＆ 

保護者交流会 

   聖園短大保育ボランティア 
３日(月) 特別授業（さくら組） 

４日(火）地域合同避難訓練 

７日(金) 祖父母交流会 
８日(土）ひまわり組親子遠足＆ 

保護者交流会 

１５日(土) さくら組親子遠足＆ 
保護者交流会 

１９日(水）指導監査  

２０日(木) 交通安全指導 
２１日(金) 月礼拝 

２２日(土）未満児交流会 

     北秋田市文化祭（～24） 
２８日(金) 誕生会、職員会 

２０２２年８月３１日 発行 
 
 
 
 
 

〒018-3316北秋田市東横町１０－３４ 
☎６２－１２４９、６２－１０４９ 
http：//www.shalom-takanosu.net 

９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 

○○ まひろ さん  （ ２日） 

○○ たける さん  （ ９日） 

○○ みつき さん  （１７日） 

○○ あいと さん  （２５日） 

就学時健康診断予定 

9/26（月）鷹巣体育館（清鷹小学校、綴子小学校）  

10/ 4（火）鷹巣体育館（鷹巣小学校、鷹巣東小学校） 

＜０歳児＞   月主題および月のねがい 「のびのびと」 
・お祈りやさんびかを歌う姿を見てまねようとする 
・保育者と一緒に空の雲を見たり虫の声を聞いたりする 
・興味の幅が広がりのびのびと身体を動かす 

＜１、２歳児＞ 月主題および月のねがい 「きこえる」 
・さんびかや聖書のお話しに親しむ 
・保育者との関係が深まって、遊びや応答を楽しむ 
・夏から秋に移り変わる中、虫の声に耳を傾けたり、風を感じたりする 

＜３歳児＞   月主題および月のねがい 「のびやかに」 
・礼拝、祈り、さんびかを通して心を動かす 
・好きな遊びを通して気持ちの合う友だちと出会い、心も体ものびやかに 
過ごす 

・空や風、虫など身近な事柄を通して季節の移り変わりを感じる 

＜４、５歳児＞ 月主題および月のねがい 「のびやかに」 
・礼拝の時を大切に思い、聖書のお話（神さまのみこころ）に心動かして聞く 
・友だちと一緒にいることや、友だちとイメージを共有して遊ぶことを愉快 
だと感じる 

・一人ひとりが自分らしさを持って、今を楽しむ 

９月１日から新しいお友だちが入ります 

 ○つくし組  ○○ ちあき さん 

 ○つくし組  ○○ りつ さん  

が加わり、全園児数１１４名となります。たくさん遊ぼうね！！ 

夏の野菜が 
たくさん 
採れたよ！ 
実が出来る 
様子を 

知りました！ 
 

教育実習生が入ります 

9/5～16（10日間）柴田学園大学短期大学部 ２年 明石 蘭 

ひまわり組、さくら組に入ります。よろしくお願いします。 

あっという間に夏が過ぎ 虫を追いかける今日この頃です。 

1923年 9月 1日関東大震災・台風や災害が多い日本は全国防災意識が高まる日です。 

園庭のひまわりが 6 本 120 個の花をつけました。大雨と風が強かった日、子ども

たちが窓から不安そうに眺めていました。かぼそいながらも凛と立つひまわりに 

力強さを覚えます。子どもたちをいつも見守ってくれている草花たちに感謝です。 

◎月◎日 

砂場にいたら 雨が ジャージャー ふってきたんだ 

頭にも 顔にも口にも うふふふ たのしくなった 

ぼくは 走り出した！ 園庭の山にむかって スピード出して 登ったんだ 

びっしょびっしょに 先生も一緒 ものすご～く ものすご～く 

たのしかった きもちよかった そのあと シャワーしたよ 

◎月◎日 

 ぬかる畑で枝豆 抜いたよ 草取りもしたよ  

みんなで 一輪車や台車でしゃろーむまで 運んだよ 

先生が手伝うよといったけど「さいごまでがんばる！」園庭まで運んできたよ 

「やったー！」 汗がすごかった  

そんな時は うふふふ シャワーを浴びるの しゃろーむ温泉で 

いっぱい遊んで いっぱいたべて おかわりして ぼく ねむっちゃったんだ 

せんせいがね 言ってた 「みんなは すごい！ 遊びの天才 博士だね」って 

◎月◎日 

カエルや バッタ カブトムシ コオロギ だんごむし なんでくるんとなるのかな？ 

虫たちの ちっちゃな目 ちゃんと ぼくを見ていたよ 

◎月◎日 

段ボールや新聞紙、お家も作れるんだ！ おとなのひとが 言ってたよ 

いっぱい いっぱい 遊べることは すばらしいことだよって 

楽しいことをすると「力」がつくって みんな 宝物になるんだよ そう言ってたよ 

どんな宝物かな～ 解らないけどさ ほめられたんだ ぼく照れるな～  

 大人になったら わかるってさ 

◎月◎日 

お友達が「また あした 遊ぼうぜって！」ぼく うれしかった  

うんあそぼ！あした また あそぼうぜ！って言ったよ（心弾ませる子どもとの対話より） 

ありのままの子どもたちの姿がとっても素敵です。  

毎日ワクワクしながら好きな場所でとことん集中し遊べる環境。 一人ひとりが不思

議感や楽しさを見つけ喜びを体験 安心できる場所として見守りたいと思います。 

（今、国では探求学習（アクティブラーニング）に大きく舵を切り始めています） 

ウクライナ・ロシアの戦争、大震災、コロナ感染症、異常気象、ICT 情報社会化、経験し

たことのない社会情勢の中、子どもたちは未来に向かって「今」を生きています。  

自立に向かう 2040 年、子どもたちが力強く、多様性をもって柔軟に「生きる力」が

宿りますようにと、日々の教育・保育に職員一丸となって取り組んでまいります。 

・・・・・・子どもの主体性を大切にしながら・・・・・ 

今月の「保護者の皆様と私たちが共有」するねがい 

   ０歳児 それぞれの身体発達をよくみて必要に応じた関わりをする 

１・２歳児 子どもたちのしていること、思いに寄り添い、言葉を添えていく 

３歳児  様々な遊びの中で、試行錯誤できるように、関わりや環境を工夫する 

４・５歳児 大人自身が、自然界の変化やおもしろさを五感で感じていく 

全国民：子どもたちを健康被害        たばこの害から守りましょう。   受動喫煙防止 

全国民：児童虐待が全国で増加、大人は通告義務が課せられています。 児童虐待防止 

                                  園 長 小塚 光子 

 


