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春の日差しを浴びて…
「桜が咲いて満開ですよ…」と喜んでいたら、あっという間に葉桜。
花壇も、街路樹周辺も、岩大植物園も、負けじとばかりに、次から次へと色とり
どりの花々が咲き乱れてきました。
「新緑の 5 月」 秋に落葉し、冬は骨だけになっていた木々が、葉っぱをつけも
くもくと太ってきました。新しさを感じるこの素晴らしい季節に、子どもたちには
「自然」を充分に感じ取ってもらいたいと願っています。
道端に座り込んで小さな花をみつけては指をさし、「虫がいたよ…」と、大騒ぎ
する子どもたち。春の木々のように成長し、日々感動できればと願いつつ、主イエ
スキリストに全てを委ねて保育に勤しんで参ります。（主任：佐藤はるえ）

5 月の主題★

「春を感じとろう」

5 月の讃美歌♪

「はたけのなかの」ﾏﾀｲ 13:3 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

5 月の予定
4/29(金)～5/5(木) ゴールデンウィーク(5/2㊊は入園式 4/10㊐の振替休日)
5/6(金)

合同礼拝・生け花教室（宮崎尚子先生） ★☆絵本返却貸出日■ｶﾜｲ短期体操教室 14:10～

パン給食(注文児のみ)･お弁当

5/7(土)

安息日学校・土曜の集い・一般向け礼拝・💖ビジタースデー

教会パトラック

5/8(日)

母の日参観・父母の会総会

5/9(月)

5/8㊐振替休日

5/10(火)

折り紙遊び

★絵本返却日

お弁当

5/11(水)

合同礼拝

5/12(木)

英語クラス

☆絵本貸出日

お食事会(惠先生菜食給食)

5/13(金)

園庭遊び

■ｶﾜｲ短期体操教室 14:10～

パン給食(注文児のみ)･お弁当

5/14(土)

安息日学校・土曜の集い・一般向け礼拝・💖ビジタースデー

5/16(月)

体操教室

5/17(火)

年長組:図書館見学･他の組:岩大散歩･ひよこ組

5/18(水)

誕生会・クッキング

5/19(木)

シャボン玉遊び

☆絵本貸出日

お食事会(惠先生菜食給食)

5/20(金)

動物園遠足【ご家族・紹介者自由参加プログラム】

■ｶﾜｲ短期体操教室 14:10～

お弁当

5/21(土)

安息日学校・土曜の集い・一般向け礼拝・💖ビジタースデー

教会パトラック

5/23(月)

遠足のお絵描き ●尿・ぎょう虫検査二次提出日 ★絵本返却日

パン給食(注文児のみ)･お弁当

5/24(火)

岩大散歩

5/25(水)

父の日のお絵描き

お食事会(惠先生菜食給食)

5/26(木)

英語クラス(善隣館アリス先生)・内科健診(午後:園医西島先生)

お食事会(惠先生菜食給食)

5/27(金)

泥んこ遊び

5/28(土)

安息日学校・土曜の集い・一般向け礼拝

5/30(月)

体操教室

5/31(火)

父の日のプレゼント作り

お食事会(惠先生菜食給食)

★絵本返却日

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(惠先生・咲子先生菜食クッキング)

お弁当

☆絵本貸し出し日 ■ｶﾜｲ短期体操教室 14:10～

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

★6・7 月の主な予定
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)
6/14(火)御所湖遠足(家族自由参加プログラム)
7/12(火)ブルーベリー農園遠足(家族自由参加プログラム)
7/15(金)終業式
7/19,20(火,水)お泊り保育(年長)
7/21,22,25,26,27(木,金,月,火,水)夏の預かり保育
学年懇談会：7/1(金)年中，7/8(金)年少々･年少，7/20(水)年長

お知らせ
★5 月のお誕生日おめでとうございます
ばら組
５／ １ おのでら りく くん ６才
ちょうちょ組 ５／１８ さわだ あゆむ くん ５才

★5/6(金)生け花教室
お師匠のおーちゃんせんせい(宮崎尚子先生)をお招きしてご指導いただ
きお花を手作り(ペットボトル加工と飾り)の花瓶に生けます。お花を数種
類(1 人前分)を用意して当日お持ちください。お庭や野原で摘んだお花で
も大丈夫です。花の包みにはお名前をお書きください。5/8 の母の日参
観で飾ります。

★5/8(日)

母の日参観・父母の会総会

親子登降園となり、園バスの運行はありません。午前保育で、お預かり
保育もありません。 園庭・西島こどもクリニック様駐車場・石川様駐車
場をご利用いただけます。
服装：水色スモッグ・三角帽子 持ち物：水筒・お手拭き
８：３０～ 園庭駐車可
８：４５
朝の会（１階保育室）
９：００
保育参観
９：３０
アドラジャパンプログラム
講師：橋本笙子様（ADRA Japan 理事、事業部長）
http://www.adrajpn.org/A_Staff.html より
ADRA とは？…dventist Development and Relief Agency ADRA
Japan(アドラ・ジャパン)は、正式には Adventist Development and
Relief Agency Japan といいます。この頭文字をとって通称 ADRA（ア
ドラ）と呼んでいます。
活動の目的…ADRA Japan はキリスト教精神を基盤とし、 世界各地に
おいて今なお著しく損なわれている「人間としての尊厳の回復と維持」を
実現するため、国際協力をおこないます。その方法は、各国 ADRA 支部
とパートナーシップを築きつつ、人種・宗教・政治の区別なく、全人的援
助と自立を図る支援を継続していくことです。また、これらの活動を通
し、国際社会に貢献できる知恵と技術の備わった人材の育成と、この活動を支える日本社会に国際支援
への啓発を促していく使命も担っています。

１０：３０
１１：３０

父母の会総会（２階ホール）
降園予定

★家庭訪問【今年度の家庭訪問は、ご希望のご家庭のみの実施となります。後日配布のアンケートにお答えください。】
5/10(火)〜13(金)
年少・年少々組 よしえ先生
5/16(月)〜20(金)
年中組
はるえ先生
5/23(月)〜26(木)
年長組
あずさ先生
【家庭訪問スケジュールはご家庭向けの個別お便りでご案内します】

★5/17 日(火)ひよこ組 １０：００～ 園庭駐車可
今年度のひよこ組（未就園児クラス）が始まります。異年齢交流が本園
の特色でもあります。弟妹さんやお知り合いの方にご紹介いただければ幸
いです。パンフレットが必要な方は、園スタッフにお声かけください。
「平成 28 年度盛岡市きれいなまち推進事業協力者」の表彰式 2016/5/26 市民文化ホールにて

💖4/30(土)の安息日の集会案内
★お迎えバスがあります。バス携帯 090-9631-9397 にご連絡ください。
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…今週はお休みです。来週は佐藤春枝です。
一般向け礼拝…今週は佐藤秀一による「新米教師奮闘記③…小学校から保育
園・幼稚園へ」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
佐藤秀一です。当日参加の子どもたちが特別讃美歌をします。礼拝後は、教会で
主食(ご飯・麺類)が準備され、菜食パトラック(教会員の方々やご参加の方々が自由に
菜食おかず一品やデザート等を持ち寄る、ビュッフェ形式)の会食交流の時です。

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。

