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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 ２月の行事・予定 職員研修等 

1 水  乳幼児育成連絡協議会 

2 木   

3 金 さくら組 保護者カフェ 18:00 保険制度＆はぐくみ基金研修 

4 土   

5 日   

6 月   

7 火   

8 水  
北秋田地区保育士会幹事会 

経営協セミナー（後期） 

9 木   

10 金 ひまわり組 保護者カフェ 18:00 

大館北秋田保育協議会研修会 

子育て支援ネットワーク会議 

保護者会幹事会 19:00～ 

11 土 建国記念の日  

12 日   

13 月   

14 火 避難訓練  

15 水   

16 木   

17 金 
月礼拝 

新年度保育説明会 18:30～ 
 

18 土   

19 日   

20 月  チーフリーダー会 

21 火   

22 水 しゃろーむ体験日 9:30  

23 木 天皇誕生日  

24 金 誕生会 
会計決算実務者研修会 

職員会 

25 土   

26 日   

27 月   

28 火   

聖書の言葉 

ここに愛があります。 

＝ ヨハネの手紙Ⅰ ４章１０節 ＝ 

―お知らせとお願い― 

○クリスマス献金ありがとうございました。 

総額 46,907 円は下記団体の支援に使わせていただきます。 

  日本ユニセフ協会、日本キリスト教海外医療協力会 

  アジアキリスト教教育基金、秋田婦人ホーム、国際飢餓対策機構 

○2/ 3 さくら組保護者カフェ 

2/10 ひまわり組保護者カフェを実施します。 

         おいしいコーヒーでも飲みながら、同じ年齢のお子さんを 

持つ保護者同士でゆったりと育児の事を話しませんか？ 

悩んでいることが解決するかも！ 

○2/17 18:30から新年度保育説明会があります。 

新年度の準備や変更したこと等をご説明します。 

ご都合をつけてお集まりください。 

内履き（スリッパなど）のご持参をお願いします。 

○今年度も『白い風と遊ぼう』「コロナに負けないぞ！ 

雪像コンテスト」にエントリーします！昨年度に続き、 

         エントリーした市内各保育園等が園庭に雪像を作り審査 

が行われます。園庭にどんな雪像ができるかお楽しみに！ 

○2/23～3/5 「北秋田のおひなまつり」に子どもたちの 

作品が展示されます。内陸線利用特典がありますよ！ 

  場所 阿仁ふるさと文化センター 

  時間 9:00～15:00 

  対象 さくら組、ひまわり組 

○雪や氷で道路が滑りやすくなっています。特に赤ちゃんを 

抱っこして歩く方々は転倒に十分ご注意ください。 

送迎車の運転は、吹雪や夜間になると視界が悪くなります。 

園周辺の走行、駐車場利用の際は歩行している方々に、 

十分注意し最徐行運転でお願いします。 

○駐車場スペースが雪により狭くなることがあります。 

特に大きな車で園庭側駐車場を利用される方は、出来る 

だけ交差点に近い方の駐車場をご利用ください。 

２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 

５さいになります 

６さいになります ３さいになります 

〇〇しせいさん （ ８日） 

 

 

 

〇〇たいせいさん（２３日） 

 

 

 

〇〇ゆいとさん （ ２日） 

〇〇ひかりさん （ ２日） 

〇〇りゅうとさん（１３日） 

１さいになります 

〇〇ひいろさん （２６日） 

 

 

 

 
保育実習生が入ります。 

2/13（月）～17（金） 

東京こども専門学校 

１年 伊勢 美咲 

実習１週間前から 

外出自粛と健康観察 

（体調、検温）を記録し 

実習中も継続します。 

尻滑り 快感を求め 今日もいく  

手にはブルーシートの切れ端をもち、雪山児童公園に 
向かう子ら 町中がしゃろーむのお庭です 
八百屋のおばさん「いってらっしゃ～い！」            
 
園庭の築山で尻滑りをする ちっちゃなこどもたち 

「上手     上手！」と拍手する ご近所のおじさん       
真っ白い雪の中をカラフルに染める防寒着・歓声・満面の笑み 
笑顔が飛び交う地域の応援団に心から感謝です 
 
子どもまん中地域であることを実感、地域に見守られ 

成長しています。子どもは地域経済の一翼を担う 
確かな存在 未来の青年ここにあり  
   
子ども基本法について    
子どもの意見を尊重する「子ども基本法」令和 4年 6月 15日国会で成立 

令和 5年 4月 1日公布されます。こどもの権利を保障する総合的な法律です。 
児童虐待対応件数が 20 万件を超えて過去最高を記録している今、子どもの権
利を明確にすることは非常に重要なこと。障害があるなしに関わらず子どもの権
利は保障されるもの。そして「子ども家庭庁」が新年度より発足します。 
子どもにとっての最善の利益とは、ともに考え ともに子育てを共有しましょう。 
大事なことは見落とさない 
「自分のことは自分で！」自信と満足感が必要です。過程をほめ自信につなげた
いですね。大人の動き、気持ちを読み取る「力」がどんなにちっちゃくってもありま
す。胸でしっかり抱きしめられた子はにっこり笑って遊びだす。いいですね     
☆思春期につながる乳幼児期の今こそ 確かなものに！ 

 
            えほん だ ～ い す き ♥  保護者の皆さんと共有したいこと   
絵本の読み聞かせをしている姿を覗いてみました。そこには 大人の「読む姿・ 
時には語る魅力が・そして子どもの聞く喜び・聞く能力」を感じました。 
最近 子どもたちがお部屋で楽しんでいる絵本をご紹介致します。 
 
０ 歳つくし組：だるまさんやスケッチブックシアター 
1歳たんぽぽ組：りんごごろごろ・いぶりがっこちゃん 
2歳ちゅうりっぷ組：くずかごおばけ 
 
3歳すみれ組：おしいれじいさん 
4歳ひまわり組 
：ごっこ遊びにつながっている図鑑や医療系絵本 

5歳さくら組：じごくのそうべぇ 
 

ある著書の中で子どもが「想像する楽しさを味わうためには、 

絵を見ながらお話を聞いて、動かない絵が動く体験をしたり、主人公と同じ気持

ちになってハラハラドキドキしたりする体験が必要です」と記されていました。 

絵本を通して子どもが「楽しみ」「気づき」「思いを巡らす」「心を通わせる」そん

な姿がありホッコリします。     嬉しい成長です。 

お家でも大好きな絵本を 家族みんなで楽しんでいることでしょう。 

絵本は楽しい世界を広げてくれますね。 寒い夜 絵本で暖かな時間を！！ 

                        園長 小塚 光子 

２さいになります 

〇〇あさひさん （１７日） 
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＜０歳児＞   月主題および月のねがい 「いっしょに」 
・保育者と一緒に祈ろうとする 
・友だちの存在を身近に感じ関わり合う 
・外気に触れながら冬から春に向かう自然の中で身体を動かす 

＜１、２歳児＞ 月主題および月のねがい 「いっしょに」 
・自分から神さまに祈ろうとする 
・保育者や友だちにも思いがあることに気づく 
・全身を使ったり、手指を十分に使って遊ぶ 

＜３歳児＞   月主題および月のねがい 「響きあって」 
・喜びをもって礼拝を守り、自分から賛美や祈りをしようとする姿が見られる 
・子ども同士のつながりが出てくる。遊びを通して心を響かせ合う経験をする 
・庭の木々の芽の変化や鳥の声に気づき、保育者や友だちと一緒に季節の 
移り変わりを感じる 

＜４、５歳児＞ 月主題および月のねがい 「響きあって」 
・神さまは一人ひとりに違う賜物をくださっていることを認め合い、それを 
受けとめ共に過ごせるようにと祈り合う 

・友だちとの交わりや取り組みがおもしろく、「また明日ね」という期待が続く 
・寒さの中にも春が訪れていることを五感で感じる 

―３月の予定―   
２日(木)新入園児健康診断・面接  １７日(金)誕生会 

４日(土)保護者会総会       ２５日(土)卒園式  
７日(火)避難訓練         ２７日(月)１号終業の日 

１６日(木)お別れ会         ３１日(金)修了の日 

〇〇マノアさん （１９日） 

〇〇あおはさん （２２日） 

2 月から 

新しいお友達が 

増えます！ 

つくし組 

〇〇 マノア さん 

 〇〇 あおは さん 

みんなで 16名になり 

フリー 庄司祐子が 

2/1～担任となります！ 

♥結婚おめでとう 

ございます！♥ 

入籍して名前が 

変わりました。 

ひまわり組担任 

清水麻美（旧 久留嶋） 

つくし組担任 

佐々木結衣（旧 宮沢） 

よろしくお願いします 


