盛岡三育イメージイラスト 詩篇 23 篇より
「主はわたの牧者であつて、私には乏しい
ことがない、主は私を緑の牧場に伏させ…

園便り

盛岡三育幼稚園
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雨が降っても晴れても…
暑い日があるかと思えば雨がしとしと降ったり、少し肌寒かったりと、身
体の調子が天候についていくのがやっとです。この季節、天候で一日の活動
内容が大きく変わります。晴れて気温が上がれば他のことが予定されていて
も、プール遊びか泥んこ遊びを優先して行なう予定です。子どもたちは水が
大好きなので思いっきり水に触れてもらいたいと願っています。また、新し
く追加した砂場の砂も山盛りになっていて、格好の遊び場になっています。
雨が降れば折り紙、お絵描き、粘土遊びなどそれぞれで楽しんでいます。
雨が降っても晴れても元気いっぱいの子どもたちの姿に、スタッフ一同は
エネルギーを頂いて 7 月を迎えます。（主任：佐藤はるえ）

「平和をつくり出す人たちは、さいわいである、
彼らは神の子と呼ばれるであろう。」
マタイによる福音書５章９節 6 月２３日沖縄「慰霊の日」合同礼拝より

７月の主題★

「健康なからだづくり」

７月の讃美歌♪

「なつだ」楽譜の必要な方はお申し出ください。作詞･作曲：中田羽後

（なかだうご、1896 年 9 月 9 日 - 1974 年 7 月 14 日）は、日本の牧師、音楽伝道者、福音歌手、詩人、作詞家、作曲家、編曲家、
言語学者、指揮者、聖歌の編者。福音主義・超教派の教会音楽のために生涯をささげた。「おお牧場はみどり」の作詞者として有名であ
り、ヘンデルの『メサイア』の訳者、研究家、演奏家としても知られる。日本ホーリネス教会の中田重治監督は実父。(Wikipedia より)
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7 月の暗唱聖句💖
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6･7 月は生涯に渡って心の糧となる聖書の｢黄金律｣の暗唱を目標としています｡

｢求めよ、そうすれば、与えられるであろう。捜せ、そうすれば、見いだすであろう。門をたたけ、
そうすれば、あけてもらえるであろう(7 節)。すべて求める者は得、捜す者は見いだし、門をたた
く者はあけてもらえるからである(8 節)。あなたがたのうちで、自分の子がパンを求めるのに、石
を与える者があろうか(9 節)。魚を求めるのに、へびを与える者があろうか (10 節)。このように、あ
なたがたは悪い者であっても、自分の子供には、良い贈り物をすることを知っているとすれば、
天にいますあなたがたの父はなおさら、求めてくる者に良いものを下さらないことがあろうか
(11 節)。だから、何事でも人々からしてほしいと望むことは、人々にもそのとおりにせよ。これ
が律法であり預言者である(12 節)。」マタイによる福音書 7 章 7～12 節

💖…下地英樹牧師

盛岡滞在予定日

7 月の予定
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金 合同礼拝･直子先生実習プログラム…制作･紙芝居 ■ｶﾜｲ短期体操教室 14:10～
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園庭開放日 11:00～14:00 親子プール自由遊び(園舎内施設利用可) 終日園庭駐車可
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★絵本返却日
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月 年長お泊り保育(滝沢縄文ふれあい館体験プログラム)

(昼)お弁当･(夕)クッキング
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火 年長お泊り保育(お店たんけん…雑貨･駄菓子屋さん) 学年懇談会(年長)10:00～11:00
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木 夏のお預かり保育①

22

金 夏のお預かり保育②

23

土 安息日学校・土曜の集い・一般向け礼拝
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お弁当
■ｶﾜｲ短期体操教室 9:00～(バス運行有)

お弁当
教会パトラック

教会パトラック

💖下地英樹牧師との面談…下地英樹牧師が盛岡教会に滞在している日は、個別面接や聖書研究を
受け入れています。ご希望の方は、はるえ主任が時間調整をしていますので、いつでもお申し出ください。

★８・９月の主な予定
8/17(水)始業式(午前保育)
8/21(日)教員研修(午前)・夕涼み会(夕)
8/22(月)夕涼み会の振替休日 9/9(金)活け花教室・敬老会
9/19(日)運動会
9/30(金)子どもの森遠足(家族自由参加)

お知らせ
★学年懇談会…時間：10 時半(始まります)～11 時半(終了予定)

場所：2 階ホール
園庭駐車できますのでご利用ください。履物(室内用)をご用意頂ければ助かります。
7/6(水)年中組，7/8(金)年少･年少々組，7/19(火)年長組

★参加賞…イオン父の日似顔絵展の絵が戻ってきました。参加賞として、
出展に間に合ったご家庭には「三船のかりんとう」をお配りしました。

★7/12（火）「ブルーベリー狩り」遠足（家族自由参加・一般か
らの体験交流も歓迎しています。お友だちをお誘いください。）
雨天時は中止→バス連絡網と個別連絡で全家庭にお知らせしま
す。（中止の場合は夏のお預かり保育で実施計画を立てます）
登園Ａバスは通常時刻で運行します。登園Ｂ･Ｃバスは特別時刻で運行します
ので､個別に各担任よりお知らせします。(一般参加の方は園
にお問い合わせください。)
スケジュール：園バス出発 9:30。現地合流 10:30 頃の予定。
農園「ブルーベリー狩り」活動は 11:30 頃まで
11:30 頃近くの公園等に移動して昼食交流・自由遊び。
13:15 お帰りの会。13:30 現地解散出発。
特別運行時刻での降園バスが現地から直接出発します。
紫波農園【紫波郡紫波町小屋敷字境野 82-1 ℡019-673-7477】また
は、岩手林業ブルーベリー園【滝沢市巣子 152-263 ℡019-6884856】を予定していますが、農園のコンディションによっては他の農園
に変更の可能性があります。スタッフが下見をして、交通ルートや活動す
る周囲の安全を確認して決定し、次のお便りでご案内します。
持ち物：カラー帽子(園から持っていきます)、ピクニックシート(園からも
持っていきます)、リュック、お弁当、水筒、お着替え…等。
入園料参考（紫波農園）
：0～2 才無料，3 才～小学生 500 円，中学生以
上 1000 円は、8 月分保育料で引き落としとなります。当日の追加お土産
パック代は現地で各自お支払いください。バス代は必要ありません。

★7/13(水)誕生会・そうめん流し…お昼の食事時に「そうめん流し」
をします。いつものお食事会(給食)セットを持たせてください。

★7/17(日) VBS(Vacation Bible School)夏期聖書学校 2016…先週
別紙にてご案内してあります。在園児・卒園児・お友だち…どなたでも参
加できます。お友だちお誘い用に申込用紙が必要な方はお申し出くださ
い。今年は VBS オリジナルハンカチ染を予定しています。
参加費 300 円（保険代・食事代・教材代など全て込み）。お申込みはお電
話ください。参加費は当日お持たせください。

★写真掲載について…昨年度よりクラス通信の『おたより』に活動写真を
多く掲載しています。今年度も『園だより』でリアルタイムのホットな園
児の表情と活動場面を選びつつ掲載しています。また、今年度より園ホー
ムページのトップページの『でんごんばん』に、
『園だより』各号の pdf
版をリンクさせ up しています。閲覧された一般の方や、卒園生ご家族、
三育系列校・教会関係者からは「盛岡三育幼稚園が、ますます生き生きと
してきているね…」と好評を得ています。
■ご家庭に配布した後に見つけた誤字訂正や記事差し替え版も、ホーム
ページで up しながら最新版に訂正をしています。今日のこの通信もイラ
ストを入れて(写真掲載はありません)最新版にして近日 up する予定です。
♥通信やホームページへの写真掲載に差し障りのあるご家庭は、はるえ
主任に 7/6(水)までにお申し出ください。ご家族のご意思を大切にしつ
つ、up されている通信の加工や削除をさせていただきます。お申し出いた
だいて、対応できるまでに少し時間を頂くことをどうぞお許しください。

💖7/2(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…今週は佐藤春枝が担当します。
一般向け礼拝…今週は佐藤秀一の「海歩人」と題した礼拝説教です。当日参
加の子どもたちがピアノの前に出て並び特別讃美歌をします。そのまま最前
列で子ども礼拝のお話しを聞き、1 階の子ども向けプログラムに移ります。
今週の子ども礼拝のお話し担当は福島梓です。
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やデザート等を持ち寄る、ビュッ
フェ形式）の楽しい会食交流の時です。会食は十分に準備されていますので、
何も準備なさらずに、会食のみの参加交流も歓迎いたします。

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。

