
日 曜 地域子育て支援センター 健康推進課
（３２７－８６１１）

詳　　細　　等

1 土

2 日

3 月 保健師・栄養士来所（別支）

4 火

5 水 にこにこ広場１０：３０～

6 木 わいわい広場10:15～（別支）

7 金 パパママくらぶ

8 土

9 日

10 月

11 火 どんぐり広場１０:３０～（牛支）

12 水 お話の会１０：３０～（別支） パパママくらぶ

13 木

14 金 おもちゃ病院１０:００～（別支） 聞いてみよう

15 土

16 日

17 月

18 火

お話の会１０：３０～（別支）

子育てセミナー（牛支）

20 木

21 金 保健師・栄養士来所（牛支）

22 土

23 日

24 月

25 火

26 水 お話の会１０：３０～(別支）

27 木

離乳食教室

測ってみよう

29 土

30 日

31 月
★　詳しい内容は、直接電話などでお尋ねください

平成29年7月1日

平成２９年　７月行事日程表

28 金

19 水

≪にこにこ広場≫
日にち ７月５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 七夕会
（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）
○七夕飾りを作ったり、歌を歌ったりして遊びます
○センターは１３時３０分より開所します

≪どんぐり広場≫
日にち ７月１１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 小麦粉粘土で遊ぼう
駐車場 生津小学校職員駐車場

○小麦粉のさらさらとした感触を楽しんだ後に、

水を加えて小麦粉粘土を作ります。小さなお
子さんも、みんなで遊ぶ楽しい雰囲気だけで

も味わっていただけたらと思います

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）
０５８－３２７－１８６２（保育所共通）

≪栄養士・保健師来所≫
別支・・・ ７月３日(月）１０時～１５時まで

牛支・・・ ７月２１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

≪子どもの薬の疑問解決しよう≫
今月はお休みです。

来月は別府支援センターにて ８月１８日（金）

１３時３０分～１５時
○もとす薬剤師会薬剤師のかたが、皆さんの

疑問に答えてくださいます
お気軽にお越しください

≪わいわい広場≫

日にち ７月６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、簡単な制作(牛乳パックを

利用したパクパク人形）をして親子で遊びます。

お近くの子育てをしている方をお誘い下さい

○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・・しろくまちゃんの水あそび

・・ピッチャンパッチャンパッシャン

・・もじゃもじゃ
親 ・・かわいがり子育て

（大和書房）

「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

＜ベビーマッサージ体験＆ママランチ会》

赤ちゃん人形でベビーマッサージ体験を行います。その

後手作りランチで交流タイム。子育て中のかたはわらべ歌

ベビーマッサージ体験を行います。その後、交流タイム。

対象：妊娠中のママ、５ヶ月未満の乳児とその保護者

受付時間：１０時４５分～１１時００分

定員：各１０人（先着順）

予約：実施日の一週間前まで

場所：巣南保健センター

持ち物：母子健康手帳、バスタオル

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

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

＜今月の子育てセミナー＞

「応急手当講習 とっさの時、ママだいじょうぶ？」の

講演です。話を聞いたり、簡単な実技をして学びま

しょう

講師：瑞穂市消防職員

時間：１０時３０分～１１時３０分

会場：牛牧第２保育所ホール

定員：２０名 託児：有

申込：３日（月）～７日(金）

牛牧支援センターへ直接申し込みください

≪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

≪おもちゃ病院≫ 無料

別府支援センターにて １４日（金）１０時～１２時
○壊れたおもちゃをボランティアの方々が直し
てくださいます。お気軽にお持ちください

7月 にこにこ通信

田んぼのカエルの歌声に耳を傾けたことがありますか？雨間の夜空の月や星に目を向けたことが

ありますか？忙しい子育ての中にも身の回りの不思議さ、美しさに関心をもちたいものですね。

牛牧支援センターの玄関にツバメがやってきて、巣に入れかわり立ちかわり、親鳥が餌を運んでい

る様子を見て「ツバメも子育てを頑張っているのだから私も頑張らなくては・・・」と話されたお母さん。

一生懸命な子育ての甲斐があって３週間ほどで元気に巣立っていきましたよ。

子育てセミナー

申込期間（３日～７日）

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：１８時４５分～１９時００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

＜会場＞

瑞穂市図書館分館

＜会場＞

馬場公園内

郷土資料館



Q、なかなか寝ない…
  ・はじめは、「ねんねして大きくなろうね」と言って横になるのですが、親が静かになると、

   途端に起きて…何度か繰り返すと…ブチ！親がキレてしまう。（１歳児の母）

  ・「鬼が連れて行くよ」と言うと布団に潜り込みます。（２歳児の母）     など

A、「子どもがすぐには寝ない」のには、本当に困りますね。親は寝てほしくてあれやこれやと一
生懸命にやってもなかなか眠ってはくれません。「子どもを早く寝させて〇〇しよう」と「下心」

があると余計に寝てくれませんよね。『なんとなくごろごろする⇒ごろごろしているのが気持ち

良い⇒気持ち良くなって眠る』という、ゆったりとした時間を作ることが子どもを眠りに誘う

上では一番大切な事ではないかと思います。絵本を読んでもらったり、お話しが聞けたり、抱

っこしてもらったり、一緒に布団に入ったり…安心してふれあえる心地よい時間が持てたらど

んなによいでしょう。ただ、親も忙しいとなかなか悠長なことは言っておれず「いいかげんに

寝なさい」と叱ったり「寝ないとオバケがくるよ」とおどかしてしまったりします。でも「お

どし」は子どもにとって結構怖い事です。年齢によっては「ウソ」と「現実」の区別がまだつ

いていないので、大人が考える以上の深い恐怖感を与える事になってしまいます。日々忙しく、

家事も仕事も溜まっていく一方だけど「この時期は仕方がない」ときっぱりと割り切って大人

も子どもとのふれあいを楽しむことが一番の解決方法かもしれませんね。

Q、夜泣きについて
昼間の疲れも何のその、１時間ごとに起きては泣きの繰り返し。相手はまだ小さくてわからな

いのだからとわかっているんだけれど「何で寝てくれないのだろう」とイライラ…「お母さん

だってぐっすり寝たい」と子どもを怒ってしまったことも…逆効果だとは分かっているが…

A、実際に毎晩泣かれると本当に辛いものですよね。あまり続くと「どうして」「何で」とイライ
ラしてつい子どもを叱りつけてしまったり「自分のせいでは…」と悩んでしまいます。泣いた

時の対処法として、ほんの一声か二声泣いた時に「よしよし」となだめてなでてあげるとおさ

まることもありますが…。子どもがいつもと違って興奮した日の夜だけに泣くのならそれなり

に理由もわかります。でも、毎晩のように泣く子の場合は「この子はそういうタイプなんだな。

さて、いつまでつづくかしら」と覚悟を決めるしかありません。その場合、自分の睡眠不足や

ストレスの解消は、どこか別の所で補ってお母さん自身がへとへとにならない、というのが一

番大切な事です。そこで大事なのは、家族の役割です。子どもの夜泣きに家族が背を向けてし

まったら負担がすべて母親だけになってしまい「どうして私だけが？」というお母さんのスト

レスが逆に子供に向けられてしまうこともあります。また、泣いている子をせっかくなだめて

いても、きつくなってしまう。これでは、逆効果です。「夜泣き」については、家族のフォロー

が本当に大切だと思います。又、地域の事業（一時預かり、ファミリーサポートなど）を利用

しお母さんの休息をとるという方法もありますね。

         子育てブックス 「しかるってむずかしい」著 清水玲子より 一部抜粋

子育て Q＆A 

～０

～ ０・１・２歳児未満児給食献立表より抜粋～ 

≪材料≫

もやし

きゅうり

ハム

はるさめ

しょうゆ

砂糖

酢

ごま油

5ｇ

5ｇ

3.5ｇ

5ｇ

1ｇ

1ｇ

0.5ｇ

0.5ｇ

≪作り方≫

１．きゅうりを千切り、ハムを短冊切りにする

２．１ときゅうりをさっとゆで、水気を切っておく

３．はるさめをゆで、食べやすい長さに切る

４．しょうゆ、砂糖、酢、ごま油を混ぜる

５．具と４を混ぜたら完成

★つるつるとおいしいはるさめ入りサラダです。

マヨネーズで和えてもおいしいです。

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。

つるつるっと美味しい春雨サラダを作ってみませんか！

正しく楽しくおやつを食べよう！

おやつは何をどれだけ食べさせていますか。子どもにと

ってのおやつは「4回目の食事」とも言われ、3回の食事で

不足しがちな栄養素を補うという意味合いがあります。 

★1～2歳児目安量は100kcal 前後です。

★食事で不足する栄養を補うために、いろ

いろな食材を与えましょう。

★昼食をたくさん食べたり、活動量が少な

かった日は与える量を調整しましょう。

おやつに適しているもの
牛乳

ｺｯﾌﾟ2/3杯

ヨーグルト

（加糖）
（120ml) 100g

80kcal 67kcal

バナナ りんご

1/2本

（50g）

1/4個

（50g）

43kcal 27kcal 26kcal

84kcal

半分（50g）

3個

（75g）

ごはん

子ども茶碗

いちご

食パン
（6枚切り）

ゆでうどん
1/2玉

マカロニ
（乾燥）

半分（30g） （65g） 15g

79kcal 68kcal 57kcal

みかん さつまいも かぼちゃ

1個

（80g）

1/4本

（45g）

3cm角

1個（25g）

37kcal 59kcal 23kcal

乳製品や果物、ごはん

などがおすすめです！


