
日 曜 地域子育て支援センター 健康推進課
（３２７－８６１１）

詳　　細　　等

1 水 にこにこ広場１０：３０～

2 木 わいわい広場１０：１５～（別支）

3 金 文化の日
4 土

5 日

6 月

7 火

8 水

9 木

10 金 おもちゃ病院１０：００～(別支）

11 土 パパママクラブ
12 日

13 月

どんぐり広場 測ってみよう

保健師・栄養士来所（別支）

15 水 お話の会１０：３０～（別支）

16 木

17 金 保健師・栄養士来所（牛支）

18 土

19 日

20 月

21 火

22 水 お話の会１０：３０～（別支）

23 木 勤労感謝の日
24 金

25 土

26 日

27 月

28 火

子育てセミナー（牛支）

お話の会１０：３０～(別支）

30 木 離乳食教室

★　詳しい内容は、直接電話などでお尋ねください

29 水
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14 火

≪にこにこ広場≫
日にち １１月１日（水）第１水曜日

場所 別府保育所・牛牧第２保育所ホール

受付 １０時１５分～

時間 １０時３０分～１１時３０分

対象 未就園児

内容 秋まつり

（徒歩か自転車などでお越し下さると助か

ります。会が終了後、一斉解散となります）

○保育所の年長さんとの触れ合いを楽しみ

ながら秋まつりをします。お母さんと一緒に

色々なお店をまわります

○センターは１３時３０分より開所します

別府保育所地域子育て支援センター（別支）

０５８－３２６－２５２５

牛牧第2保育所地域子育て支援センター（牛支）
０５８－３２６－１５１５（直通になりました）

≪栄養士・保健師来所≫
別支・・・ １１月１４日(火）１０時～１５時まで

牛支・・・ １１月１７日（金）１０時～１５時まで

○栄養士と保健師が来所します。子育てに

関すること何でもお気軽にご相談ください

≪わいわい広場≫
日にち １１月２日 (木）第１木曜日

場 所 瑞穂市図書館分館

受 付 １０時～

時 間 １０時１５分～１１時

○別府支援センターのスタッフが出向き、歌を歌っ

たり、絵本を見たり、簡単な玩具作りをして遊び

ます。 お近くの子育てをしている方をお誘いして

ご参加ください

○センターは開所しています

絵本は心の栄養です
一緒に絵本をたのしみましょう

子ども・・・のせてのせて

おむすびころりん

ぞうくんのさんぽ

親 ・・・大丈夫だよ お母さん

（いろは出版）

「おはよう」というとめがさめる

｢いってきます｣というと げんきにいける

「ありがとう」というと きもちがいい

「ごめんなさい」というと ほっとする

「おやすみなさい」というと

いいゆめがみられる

あいさつってうれしいな

＜乳幼児計測＞

受付 10時～11時
場所 巣南保健センター

持ち物 バスタオル

＜今月の子育てセミナー＞

「エアロビズンバ」を行います。

講師：山口まりな 氏

内容；エアロビズンバ（親のみ）

時間：１０時３０分～１１時３０分

持ち物：上靴・タオル・水分補給のお茶など

会場：牛牧子育て支援センター

定員：３０名 （先着順）

託児：有

申込：６日（月）～１０日(金）

★各支援センターへ

直接申し込みください

≪おもちゃ病院≫ 無料

別府支援センターで１１月１０日(金）に行います。
１０時～１２時まで
玩具の無料修理です。

お気軽にどうぞお越しください。

子育てセミナー

申込期間（６日～１０日）

7～8か月児対象
1週間前までに予約が必要
受付10時15分～10時30分
場所 保健センター

１１月 にこにこ通信

朝夕寒くなり、街路樹の木々も色づき始め、私たちの目を楽しませてくれています。子ども達は
澄み切った青空のもと、滑り台やブランコや砂場遊びなど外遊びが大好きです。しかし、夢中に
なって遊んでいると汗をかいていることに気付かないため、お母さんが衣服の調節や汗を拭き
取るなどこまめにしてあげてください。また、お子さんの顔色や動きの様子などもよく観察し、体
調の変化に注意しましょう。

≪どんぐり広場≫
日にち １１月１４日（火）第２火曜日

場所 馬場公園内郷土資料館

受付 １０時１５分～

時間 １０時３０分～１１時３０分

対象 未就園児

内容 新聞紙で遊ぼう

駐車場 生津小学校職員駐車場

○新聞紙を丸めたり、引っぱたり、破ったりし

て体をいっぱい使って遊びます。小さなお

子さんも楽しい雰囲気が体験できます

○センターは開所しています

＜パパ妊婦さんに変身！沐浴体験してみよう＞

対象：妊娠中のママとパパ（必ず夫婦で参加）

受付時間：１３時１５分～１３時３０分

予約：実施日の３日前まで

定員：15組（先着順）
場所：保健センター

持ち物：母子健康手帳

バスタオル

フェイスタオル

聞いてみよう

≪げんきっこタイム≫ 毎日

別支は １１時～、１４時～

牛支は １１時３０分から
○体操・ふれあい遊び・手遊び など
体を動かして遊びます

＜妊産婦・乳幼児相談＞

受付 9時15分～10時１５分
場所 保健センター

持ち物 バスタオル（乳児）

栄養士・保健師・助産婦が対応します



子育ての悩みの多くは、「○○ができる子に…」など将

来に備えての悩みや、他の子と比較することから始ま

ります。まだ、起こっていない未来を先取りして心配

しない事。子どもは本来スローで「現在」を生きる存

在。道を歩いていればすぐに立ち止まって何かを見つ

け夢中になってしまいます。大人はいつも早く目的地

に着きたいのでイライラしますが、子どもにとっては

目の前の現在が大事。早くと焦るよりもその子らしい

現実を充実させることの方が、結果的に一歩先の豊か

な未来を生み出していく。そう思えると随分気持ちが

楽になる。大人自身も今を自分らしく生きることの大

事さを学ぶことができます。

子育ては誰もが素人。保育

者だって実際に親になった

ら、仕事の時のように子ど

もを保育できないのです。

子育ての支えになるのは、

大変さを共感してくれる

家族、周りの子育て仲間。

自分の大変さをわかってく

れる誰かがいる事、手助け

してくれる誰かがいる事。

子育ては、一人で抱え込ま

ない事が大切。子育てはみ

んな悩んでいる。そう思う

と気持ちが楽になります。

Q、子どもは、大好きだし可愛い。でも、うまくいかない事ばかり。イライラして「うるさい」と

叫んでしまったり「車から降ろすよ…」と言って脅したり……他のお母さんのようになぜうまく

いかないのだろう…

Q,センターでの「にこにこ広場」「お話の会」「元気っ子」など、他の子は親子遊びができるのに「ど

うしてうちの子だけできないの」「自分の育て方が悪い」と辛い気持ちになります。

A、子育てをしていたら、当たり前のことですね。いつも、子どもに笑顔ばかりで向き合えるわけ

ではないし、周りのお子さんがいい子にみえます。

子育てがうまくいかない時は、真っ暗な気持ちになりこれがいつまで続くかと思うととても不安

になります。そんな時は、色々な本や様々な方たちの言葉や視点にふれると、「そうだ、大切なの

はこういう事だったんだ…」と出口の見えない霧の中から一筋の希望の光が見いだされる事があ

ります。もちろん、うまくいかない毎日の現実は、目の前にあり続けるのですぐに悩みが解決さ

れるという訳にはいきません。しかし、その言葉を何度も反すうすると、漢方薬のように心に効

いてくると思います。様々な方たちのメッセージを伝えます。少しでも心が楽になり子育てが楽

しくなればと思います。 「子育てを元気にすることば」 大豆生田啓友 著 より一部抜粋

教育者も専門家も子育てにおいては誰もが最初は素人

「いま」を充実して生きるこ

とが豊かな未来に繋がる

子育て Q＆A 

センターへ来てお母さんの友達の輪を広げましょう。

～０

【材料】 ４人分

生鮭切身…４切れ

片栗粉…大さじ２

油…大さじ１

きのこ…１００ｇ

（えのき・しいたけなど）

白菜（大きな葉）…１枚   

ねぎ…１/２本

みそ･･･大さじ２

みりん…大さじ２

酒…大さじ２

砂糖…大さじ１

食育だより
食育＝食事の自己管理能力を養う教育

 子どもたちが自分自身で健康を守り健康で豊かな食生活を送

るための能力、つまり「食事の自己管理能力」を育てるのが食育

です。心と体を育てる食事を作り「楽しく食べられる」ようにな

ってほしいと願っています。

鮭のきのこみそ焼きを作ってみませんか！

（０，１，２歳児未満児給食献立表より）

腸内環境を整えよう～子どもの便秘対策～

☆こまめに水分をとろう！☆ 

 幼児期の子どもは新陳代謝が激しく、運動量も多め。たくさん汗をかいて、水分も不
足しがちになります。腸内では便から水分を補おうとする防御反応が働くため、便が固
くなって便秘しやすい体質になってしまいます。特に寝起きなど、意識して水分を摂る
ようにしましょう。

☆食物繊維をとろう！☆

◎不水溶性食物繊維とは？
 成熟した野菜などに含まれる糸状に長い筋で、ボ
ツボツ、ザラザラしているのが特徴です。腸内で水
分を吸収し腸管を刺激することでぜん動運動を促し
ます。
◎水溶性食物繊維とは？

   水に溶けてネバネバしたゲル状になります。腸内の水分
を吸収してやわらかくします。

【不溶性】穀類、野菜、豆類、

いも類、きのこ類など

【水溶性】海藻、果物、さとい

もなど

【作り方】

①鮭に片栗粉を両面につける
②きのこ類をみじん切り、白菜を細切り、ねぎ
を小口切りにして、調味料とまぜあわせる
③油を引いたフライパンで鮭を両面軽く焼き、
２を上にかけて蓋をし、蒸し焼きにする
④ みそがぐつぐつと焼けたら出来上がり

☆ 鮭のうまみときのこのうまみが一緒に楽
しめる料理です。
☆フライパンのほかにホットプレートでも
作ることができます。


