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2016 年 4 月 8 日(金)

さらに充実した向こう 2 年間を…
ご入園・ご進級、お慶び申し上げます。
昨年 5 月の父母の会総会の場で、本園の経営母体 SDA 教団の尾上史郎教育局長
から、2018 年 3 月末の「教育活動停止」の経緯説明がなされ 1 年近くとなりま
した。HP や募集要項等でも募集活動停止を公にし半年近く経ちますが、途中入園
を含む新入園児が 14 名と昨年度以上に多くの園児がこの盛岡三育幼稚園に通って
くださることなりました。保護者の皆様、地域の皆様の、ご理解・ご支援に心から
感謝を申し上げます。充実したスタッフで、充実したこの一年となりますよう、努
力してまいります。どうぞよろしくお願いいたします。（園長：佐藤しゅういち）

ご入園・ご進級おめでとうございます。
サクラのつぼみがふくらみ、今にも開花しそうですね。岩大池でアズマヒキガエ
ルのカエル合戦がはじまり、細長い卵塊が見られるようになっています。ザリガニ
も待ちわびた春を迎えて、活発に動きはじめました。深い祈りの中で新年度を迎え
ました。子どもたちと共に、ご家族の皆様と、スタッフみんなが心をひとつに、子
どもたちの前に立ち、1 日 1 日を大切に過ごして参ります。（主任：佐藤はるえ）

4 月の主題★

「幼稚園生活に慣れる」

4 月の讃美歌♪

「進め」楽譜の必要な方は担任にお申し出ください。
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4･5 月の暗唱聖句💖

4･5 月は旧約聖書 766 頁の｢詩篇 23 篇｣の暗唱を目標としています｡
生涯に渡って心の糧となる聖句を選びました。前年度に引き続き今年度も再暗唱することとしました。

「主はわたしの牧者であって、わたしには乏しいことがない(1 節)。主はわたしを緑の
牧場に伏させ、いこいのみぎわに伴われる(2 節)。主はわたしの魂をいきかえらせ、
み名のためにわたしを正しい道に導かれる(3 節)。たといわたしは死の陰の谷を歩む
とも、わざわいを恐れません。あなたがわたしと共におられるからです。あなたの
むちと、あなたのつえはわたしを慰めます (4 節)。あなたはわたしの敵の前で、わた
しの前に宴を設け、わたしのこうべに油をそそがれる。わたしの杯はあふれます(5
節)。わたしの生きているかぎりは必ず恵みといつくしみとが伴うでしょう。わたし
はとこしえに主の宮に住むでしょう(6 節)。」詩篇２３篇 1 節～6 節

★4 月の予定
4/8(金)

始業式・午前保育・

■ｶﾜｲ短期体操教室 11:30～

4/9(土)

安息日学校・土曜の集い・一般向け礼拝・ビジタースデー(教会招待日)

4/10(日)

第 63 回入園式・午前保育

4/11(月)

合同礼拝(ひでき先生)

4/12(火)

園内たんけん

4/13(水)

園庭遊び

4/14(木)

母の日の絵(イオン用)

4/15(金)

岩大散歩・

4/16(土)

安息日学校・土曜の集い・一般向け礼拝

4/18(月)

合同礼拝・こいのぼり作り(イオン用)★絵本返却日

4/19(火)

母の日プレゼント作り

4/20(水)

誕生会・読み聞かせ

4/21(木)

英語クラス

4/22(金)

こいのぼり作り・尿･蟯虫検査容器等配布日 ■ｶﾜｲ短期体操教室 14:10～

4/23(土)

安息日学校・土曜の集い・一般向け礼拝

4/25(月)

体操教室

4/26(火)

岩大散歩・天候により戸外昼食(ミニピクニック)

4/27(水)

母の日の絵・尿･蟯虫検査提出日

4/28(木)

親子遠足(宮沢賢治童話村…花巻市)

4/29(金)

お休み(昭和の日)

4/30(土)

安息日学校・土曜の集い・一般向け礼拝

送りバス時刻･お預かりによりお弁当
教会パトラック
送りバス時刻･お預かりによりお弁当
パン給食(注文児のみ)･お弁当
お弁当
お食事会

☆絵本貸出日
■ｶﾜｲ短期体操教室 14:10～

お食事会
パン給食(注文児のみ)･お弁当
教会パトラック
パン給食(注文児のみ)･お弁当
お弁当
お食事会

☆絵本貸出日

★絵本返却日

☆絵本貸出日

お食事会
パン給食(注文児のみ)･お弁当
教会パトラック
パン給食(注文児のみ)･お弁当
お弁当
お食事会
お弁当

教会パトラック

★5・6 月の主な予定
５／１(日)～５／５(木)連休
５／８(日)母の日参観・父母の会総会
５／９(月)お休み(5/8 の振替休日)
６／５(日)父の日参観(陶芸教室)
６／６(月)お休み(6/5 の振替休日)

★4 月のお誕生日
ばら組
みつばち組
つぼみ組

おめでとうございます

４／１６
４／２５
４／１８

しまもと こうへい くん ６才
たかだ まお ちゃん 4 才
ささき さな ちゃん ３才

★今年度のスタッフ紹介…園児からの呼称【所持資格・出身・キャリア等】
名誉園長：柴崎 武先生…えんちょう先生【2016 年 3 月 31 日まで 7 年間の園長職にありました。敬意
を表して「子どもたちの慣れ親しんだ呼称」でお呼びします。盛岡一高出身・東京の
大学卒後に盛岡での社会人経験を経て三育学院神学科卒。三育学院大学教務部長退職
後に園長就任。地元盛岡コネクションはピカイチの SDA 盛岡キリスト教会の第一長
老。教会のお仕事や各業務引き継ぎ、園児との交流等で、ご引退後も平日の教会＝幼
稚園に頻繁にいらっしゃいます。】

牧 師：下地英樹…ひでき先生【中綴じに詳細をご紹介します。】
園 長：佐藤 秀一…しゅういち先生【幼･小･中･高(社)･特別支援 各教諭免許、学芸員、司書、乙四危、
小型船舶、その他。東京都出身。教職歴 31 年の内 21 年間は小学校教師。教頭･副校
長･事務長を兼務したり、トレーラー運転や大型ユンボ操作にアーク溶接もする技術
現業系のマルチ教師。2014 年度までの前任地は広島三育学院高等学校 6 年間。】

主 任：佐藤 春枝…はるえ先生【幼･小･養護 各教諭、看護師、その他。沖縄県出身。40 年間近く医療現場
にて看護師として執務(手術室から分娩室･新生児室、高齢者病棟､認定訪問看護等様々
な経験)をし、夫佐藤秀一の転勤に伴い節目節目で三育系列校の教員として奉職。】

各組担任【今年度からは、学(園)則の正式名ではなくグループ名を「組」で呼びます】

年少々児・年少児（つぼみ組・みつばち組）
担 任：佐藤
副担任：泉舘

秀一（園長兼務）
昌枝…よしえ先生【幼教諭、洋裁技術者資格、その他。盛岡市出身。本園卒園生･保護者 OB。地域
町内会役員歴任。4 年間はアシスタントとして勤務し、教員免許取得後 2016 年 1 月か
らは三育幼稚園教員としての実務研修を経て担任職に登用となる。学卒後にファッシ
ョンデザイン系職の後、地元盛岡で税理士事務所に勤務し、税理士事務所立ち上げの
スタッフとして従事。子育て真っ盛りの小学 5 年生男の子のママさん。佐藤園長に代
わって、つぼみさん･みつばちさん 2 才児･3 才児クラスの「実務担任」となります。】

年中児（ちょうちょ組）
担 任：佐藤

春枝（主任兼務）

年長児（ばら組）
担 任：福島

梓…あずさ先生【幼教諭、保育士、ホームヘルパー、その他。群馬県出身。アウトドア派の体
を動かすことが大好きです。朝の会前のリズム体操は、いつも園児と同じ動きがで
きる全スタッフ最若手。本園在職 8 年目を迎える今は「盛岡三育幼稚園の生き字引
的存在」です。1970 年代半ばから 80 年にかけてお母様の(旧姓)中島君枝先生も盛
岡三育幼稚園教諭として 7 年間奉職してくださっていました。】

運転手兼庶務

伊東

正男…いとう先生【第二種運転免許、自動車技能検定員、その他。宮古市出
身。SD カード＝安全運転者（Safe・Driver）「無事故無違反の証 40 年間」のゴー
ルドカード所持者。趣味の域を超える園芸･山菜のエキスパート。今年度からはバス
運転の他に花壇管理や施設保守・事務系の執務に携わり一日勤務となります。】

法人経理担当

中村

信一…なかむら先生【学校法人本部の三育学院大学総務課より２ヶ月毎に
数日間来園し、学校運営委員会に向けた経理処理に従事します。来園中は園児と一
緒に遊んだりお食事したりと楽しく交流してくださっています。】

補助教員・職員

委託講師
英

伊藤

惠…めぐみ先生【パラグアイ高校教諭免許(音楽)、その他。台湾出身。
パラグアイ共和国の国立アスンシオン大学(同国では日本の東大格)の音楽科卒。10
年以上にわたる本園の「菜食お食事会」料理担当の菜食料理エキスパート。】

加藤

咲子…さくこ先生【ジュニア野菜ソムリエ、スイートスペシャリスト、醸し
にすと、食育アドバイザー各有資格者、その他。盛岡市出身。盛岡市ファミリーサ
ポートセンター登録の現職援助員。】

川越

聖子…せいこ先生【幼教諭、保育士、ホームヘルパー、その他。盛岡市出
身。託児所･保育園での勤務歴 12 年間の 0～2 歳児ケアのエキスパート。】

齊藤

千秋…ちあき先生【幼･中･高(英) 各教諭、その他。NPO 法人いわて子育てね
っと登録の現職援助員。アパレルブランド系の総務人事職を経て、2 児の幼児子育て奮
闘中。本園では業者・金融機関等との窓口業務や教会施設管理系の業務を担当。】

中田

萌…めばえ先生【幼教諭、保育士、ホームヘルパー、その他。盛岡市出
身。本園卒園生。県内保育園での勤務歴 4 年。1 歳半児のママさん。】

語

Alice Handscomb アリス・ハンスコーム…ありす先生【善隣館】

操

鈴木

惇…あつし先生【カワイ体操教室】

日本舞踊

水木

優鶴…ゆうかく先生

水木

楓…かえで先生

体

活 け 花

宮崎

尚子なおこ…おーちゃん先生

★各クラスの人数
年長：ばら組 10 名 年中：ちょうちょ組 15 名
年少：みつばち組 3 名 年少々：つぼみ組 6 名

合計 34 名

★第６３回入園式

4 月 10 日(日)10:00～11:00
在園児新入園児共に 9:40 までに登園してください。
園庭駐車可、西島クリニック様・石川様駐車場もご利用いただけます。
持ち物：ハンカチ、ティッシュ、上靴、上靴袋、お便りバック、お着替え袋
服 装：在園児は制帽(三角帽子)と水色スモック ＊新入園児は服装自由

★午後保育開始

4 月 11 日(月) 降園 14:00 預かり保育 18:00 まで
園バス：新しいバスコース表で運行します。

★希望購読絵本の展示 4 月 11 日(月)〜14 日(木)14:00 から行います。
購読ご希望の方は、所定の袋に必要事項をご記入の上、18 日(月)までに提出
してください。絵本代は、口座で引き落としとなります。

💛下地英樹牧師のご挨拶
「イエス様大好き」
「神はそのひとり子を賜ったほどに、この世を愛して下さった。それは御子を信じる者が
ひとりも滅びないで、永遠の命を得るためである。神が御子を世につかわされたのは、世
をさばくためではなく、御子によって、この世が救われるためである。」ヨハネによる福
音書３章１６節、１７節（新約聖書１３９頁、口語訳）
はじめまして。
セブンスデー・アドベンチスト盛岡キリスト教会牧師として、また盛岡三育幼稚園の職
員として働かせていただくことになりました、下地英樹と申します。
沖縄県宮古島出身の３０歳です。趣味は、歌うこと、スポーツ観戦（北海道日本ハムフ
ァイターズの大ファン）、山登りです。私はイエス・キリストが大好きです。イエス･キリ
ストとの出会いを通して、素晴らしい日々を送ることができるようになりました。この素
晴らしいメッセージを一人でも多くの方にお伝えしたいと思い、牧師になりたいと思いま
した。よろしくお願い致します。
イエス・キリストは、私たちのことを愛しておられます。私たちを救うために、この世
界に来られ、私たちの罪のために十字架に架かり、私たちに命を与えるために復活され
ました。それは聖書の御言葉に書かれているように、「ひとりも滅びることなく、（ひと
りでも多くの方に）永遠の命を与えるため」です。
「神は愛である。神はそのひとり子を世につかわし、彼によって私たちを生きるように
して下さった。・・・ここに愛がある」（ヨハネの第一の手紙 4 章８節〜１０節
３８０頁

新約聖書

口語訳）

盛岡三育幼稚園にて、園児や保護者の皆様との出会いが与えられたことを、神様に感謝
致します。主の恵みが豊かに注がれますように！

下地英樹牧師プロフィール【横浜三育
小学校・北浦三育中学校・広島三育
高校・三育学院短大英語学科・三育
学院カレッジ神学科各卒。
広島三育中舎監補・牧師として沖縄
で働いた後に、南米パラグアイ共和
国に宣教師として 2 年間派遣され
る。その後、刈谷・豊橋・山形・秋
田で牧師インターンとして赴任。
今年度より盛岡教会・山形教会・秋田教会の牧師として任命される。】

💖 4/9(土)ビジタースデー（教会招待日）について
毎月 1～2 回程度の予定で、教会主催で「ビジタースデー（教会招待日）」を計画す
ることとなりました。これは、戦前から続く歴史のある SDA 盛岡キリスト教会がずっと
実施してきた、地域の方々に向けての奉仕活動の一環です。
SDA 教団本部の米国の教会文化の流れを継承していますが、百数十年前に日本への
SDA 教団の宣教が始まって以来、各教会ごとにプログラムの趣向はとても様々です。当
幼稚園の運営主体となる SDA 盛岡キリスト教会は、この十年以上続く「すべてが子ども
さんびかで進行する『子ども向け安息日プログラム』」と、保護者向け『土曜の集い』、
『一般向け礼拝』、そして、『会食交流の時間』があります。」

どの時間からのご参加も自由ですし、安息日学校からお子さんとママさんの参加
で、パパさんの会食のみのご参加も大歓迎です。
当日は、教会主体運行のスクールバス送迎も、安息日学校開始
の 9:30 到着に合わせた「安息日特別時刻」で運行します。
前日夕までの申込のご希望の方のみの、「方面と時刻」
での運行です。申込のあった方には、園を出発する時に
およその到着時刻確認のお電話をします。当日の急なご
利用も可能な限り柔軟に対応します。ビジタースデーは園庭駐車もできます。

💖 4/9(土)の安息日の集会案内
安息日学校…9 時半から礼拝堂で大人といっしょにたくさんの讃美歌を歌っています。
その後に 10 時前頃から子ども向け安息日学校プログラムがあります。

土曜の集い…今週は佐藤秀一が担当します。
一般向け礼拝…今週は下地英樹牧師による「二人の預言者」と題した礼拝説教です。大人
の礼拝説教の前の子どものお話しも下地英樹牧師です。当日参加の子どもたちが特別讃美
歌をします。礼拝後は、菜食パトラックの会食です。

教職員･盛岡教会員一同、いつでも、
皆様のお越しを心より歓迎いたします。

