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日 曜日 ３月の行事・予定 職員研修等 

1 水 
北秋田のひなまつり 

（さくら組阿仁公民館） 
 

2 木 新入園児健康診断・面接  

3 金  北秋田市障害児者計画策定委員会 

4 土 保護者会総会 保育職員スキルアップ研修 

5 日   

6 月   

7 火 避難訓練（地震・停電） フードセンター苦情第三者委員会 

8 水   

9 木   

10 金  CSW 実践者スキルアップ研修 

11 土 ※東日本大震災から 12年です。わが家流の防災を考えましょう！ 

12 日   

13 月   

14 火  
秋田県社会福祉法人経営者協議「児童・

保育施設経営委員会情報交換会」 

15 水 お別れ会  

16 木   

17 金 誕生会 職員会 

18 土 保護者会作業日 当法人理事会 

19 日   

20 月   

21 火 春分の日  

22 水   

23 木   

24 金   

25 土 卒園式  

26 日   

27 月 終業の日（１号認定）  

28 火   

29 水   

30 木   

31 金 修了の日  

―お知らせとお願い―  

○3/4（土）保護者会総会にて保護者による絵本ライブ＆ 

カフェを 15:00～実施します！詳細は 2/21 のお手紙で 

ご確認ください。お気軽にお集まりください！ 

○3/25（土）はさくら組の卒園式です。 

        ひまわり組が園児代表で参加します。ひまわり組の登園 

降園時間については別紙お手紙でご確認ください。 

つくし・たんぽぽ・ちゅうりっぷ・すみれ組は家庭保育を 

お願いします。  昨年度の卒園記念写真を玄関に掲示 

します。参考にごらんください。 

○すみれ、ひまわり組の１号認定で、終業の日 3/27 から 

新年度始業の日 3/31までの間、一時預かり保育を希望 

されるご家庭は、後日配布する用紙にてお申込みください。 

また、さくら組で 3/27～3/31まで保育を希望する 

ご家庭は給食数の把握のため後日配布する用紙にてお申込 

みください。 

○4/1(土)から新年度保育開始となるため、3/30、31の２日間 

で個人の洋服引き出しや下足棚の場所移動等の新年度準備を 

始めさせていただきます。登降園時にご不便をおかけする 

ことになりますが、ご了承ください。 

３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 

☆☆☆ゆきやさん （１７日） 

☆☆このはさん  （２３日） 

☆☆そういちろうさん（２８日） 

５さいになります 

６さいになります 
３さいになります 

 

 

 

 

☆☆☆りいちさん（２９日） 

☆☆ れお さん（３０日） 

 

 

 

☆☆いぶきさん（ １日） 

☆☆みおさん （１５日） 

☆☆はやとさん（２２日） 

園一斉メールにご登録 

いただいているアドレス 

は、そのまま新年度 

クラスへと更新します。 

雲の合間の太陽は きらめく雪の 後を追う  

地上に降りた きらめきを 静かに 静かに 消してゆく 

太陽みつめる 桜木は かすかにほほを 染めている    

一面白い 山林は 輝く日差しに 根開きを  

築山に わずかに残る 残雪を なごり楽しむ 子どもたち 

３月ですね・・３月の風に想いをのせて‥♪ 

 

♪ 先日より さくら組さんの 歌声が 心地よく 園内に 響いています ♪ 

      お友達とお別れをする 初めての体験 卒園する日が近づいてきましたね。        

子どもたちの 歌声は これまで関わってきた職員（2～7年間）一人一人に、共に過ごした 

時間の振りを与えてくれます。・・抱っこしたあの日、おむつを替えるあの笑顔、遠足や 

お散歩…泣いたり笑ったり、怒ったりケンカしたり…いろいろなことが思い出されます。 

・・・あんな歌 こんな歌  聞こえてきます・・・ 

 

♪庭のシャベルが一日ぬれて 雨が上がって くしゃみをひとつ♪ 

くもがながれて 光がさして 見上げてみれば  

ラララ にじが にじが 空にかかって きみの きみの 気分も晴れて  

きっと明日は いい天気 きっと明日は いい天気♪・・・ （「にじ」の歌詞から） 

 

まいにち あそんだ だいすきな こどもえん 

たくさん ないて おもいでいっぱい ♪ 

ともだちといっぱい けんかして なかなおりして 

しょうがっこうに いっても ずっとともだちだよ 

ここですごした まいにちが ぜんぶ ぜんぶ たからものだよ♪ 

・・・・おかあさん おとうさん せんせい ずっとみまもってね・・・♪ 

 

子どもの成長を ふりかえり そして「生きる力]へと 育っていく姿・・・ 

生まれて初めての集団に、保護者の皆様は後ろ髪惹かれる思いで園を後に、何度も心を痛

めたことでしょう。お子さんたちはすくすく育っています。輝く瞳はすばらしい！！ 

全身から思いを表し とことん遊ぶ姿！ 子どもの世界を楽しんでいました。 

 

０歳の頃：「心地いいな～」視覚、聴覚など感覚や座る 這う、歩くなど運動機能が発達、 

大人と応答的なかかわり、情緒的な絆が形成（愛着形成）・・・ 

１歳の頃：「あれなぁに？」「これなぁに？」「いやいや！」自分の意思を親しい大人に 

伝えたい欲求が高まったり‥自己主張が・・発達が・・・これが成長ですね 

２歳の頃：「どうして？」「自分でやりたい」「聞いて、聞いて」「じぶんでできた！」 

自分でやりたい！様々なことに挑戦・・基本的な生活習慣がほぼ・・・  

３歳の頃：「面白そう」「やってみよう」「楽しい」「これがしたい！」気持ちを表現しながら、 

自分が興味や関心持った遊びを楽しみ・運動機能がますます育つ・・ 

４歳の頃：「あの子と一緒にいたいな」「嬉しいな」「悲しいな」「けんかしちゃった」 

自己主張、友達との中で葛藤を体験、友達との気持ちの違いに気づいたり、 

自分の気持ちを伝えたりと・・・ 

５歳の頃：「どうなるかな？」「試してみよう」「挑戦してみよう」「こうしてみない？」 

「いいよ」「友達がいるっていいな」友達との関わりが深まり、自分の気持ちを 

言葉で伝えあう。力を合わせ遊びや生活がつくりだされます。 

育っています！大事な「力」が！ 

「遊びを通した体験」から「各教科等の学習」へ円滑な接続として掲げられます。 

「遊びを通した体験」を通して０歳から１８歳までを貫く「資質・能力」が大切ですね。 

 

2022年度、北秋田市内コロナ感染症が小中高、一般企業へと広範囲に感染 秋にはしゃろ

ーむもコロナの渦中に巻き込まれました。お休みも取れなく大変ご難儀された保護者の皆さ

んの姿に心が痛みました。思い出作りの各行事は保護者会皆様のご協力と、その時々に ご

検討頂き実践することができました。職員一同感謝の念でいっぱいでした。心より感謝申し

上げます。この一年間 本当にありがとうございました。 

                 理事長 佐藤英樹 役員一同   園長 小塚光子 職員一同 

２さいになります 

☆☆だんさん （ ８日） 

☆☆きこさん （１０日） 

☆☆ゆなさん （３１日） 

☆☆ いつきさん（１３日） 

☆☆☆はるとさん（２２日） 

４月の予定 

 １日（土）新年度始業 

 ８日（土）入園おめでとうの日 

１４日（金）イースター礼拝 

２４日（月）チーフリーダー会 

２８日（金）職員会 

２０２３年２月２８日 発行 
 
 
 
 
 

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

聖書の言葉 

強く、雄々しくあれ。 

＝ ヨシュア記１章５～６a節 ＝ 

＜年 主 題＞  つながって  ～今、わたしを生きる～ 
＜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 

＜０歳児＞   月主題および月のねがい 「おおきくなった」 
・どんな時も神さまが一緒にいることを感じる 
・心も身体も満たされて過ごす   ・戸外に出て春の訪れを感じる 

＜１、２歳児＞ 月主題および月のねがい 「おおきくなった」 
・いつも一緒にいてくださる神さまに感謝する 
・友だちとの関わりを深め安心して過ごしながら大きいクラスになるのを 
楽しみに待つ 

・季節の変化を感じ、春を見つける 

＜３歳児＞   月主題および月のねがい 「信じて進む」 
・いつもイエスさまが共にいてくださることを信じて新しい生活に希望をもつ 
・互いにありのままの姿を出し合い、受けとめ合いながら心ゆくまで遊ぶ 
・球根の芽や花の匂い、あたたかな日差しなど、春の訪れを感じ喜ぶ 

＜４、５歳児＞ 月主題および月のねがい 「信じて進む」 
・神さまのくださった世界は良いもので満ちているという希望を持つ 
・神さま・イエスさまがいつでもどこでも一緒にいてくださるという安心をもつ 
・自分の思いが生かされることと、友だちとの交わりに満たされていること 
が、喜びとなって、次の年度へと歩み出していく。 

３月から 新しいお友達が増えます！ 

つくし組 

☆☆こうせい さん 

  ☆☆しゅう さん 

みんなで 18名！たくさん遊ぼうね さくら組のみんなで作った 

かまくらで、肉まんピザまん 

コーンポタージュに舌鼓！ 

みんなで話して決めたんだ。 

美味しかったし楽しかった！ 


