
日 曜 地域子育て支援センター 健康推進課
（３２７－８６１１）

詳　　細　　等

1 火

2 水 にこにこ広場１０：３０～

3 木 わいわい広場１０：１５～（別支）

4 金 測ってみよう

5 土

6 日

7 月

8 火

9 水 お話の会１０：３０～（別支）

10 木

11 金 山の日

12 土

13 日

14 月

15 火

16 水

17 木

18 金 子どもの薬解決しよう１３：３０～（別支）

19 土 パパママくらぶ

20 日

21 月 保健師・栄養士来所（別支）

22 火

お話の会１０：３０～（別支）

子育てセミナー（牛支）

24 木

25 金 保健師・栄養士来所（牛支）

26 土

27 日

28 月 聞いてみよう

29 火 離乳食教室

30 水 お話の会１０：３０～(別支）

31 木

★　詳しい内容は、直接電話などでお尋ねください
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23 水

≪にこにこ広場≫
日にち ８月２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 夏祭り

（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）

○保育所の年長児さんがお店屋さんをやります。

いろいろなコーナーを親子でまわって楽しみます

○センターは１３時３０分より開所します

≪どんぐり広場≫
８月・９月はお休みです。

次回は１０月１０日です。

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・・・ ８月２１日(月）１０時～１５時まで

牛支・・・ ８月２５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≫
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 ８月３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（ペットボトルを

使った手作り玩具）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・・・ノンタンシリーズ

・・・どうすればいいのかな？

・・・みんな うんち

親 ・・・笑顔だけで子どもが変わる

（PHP研究所）

「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

＜パパとママのハッピーヨガ＞

おはなし・・・ 夫婦の形、子どもができてからの生活、妊娠中

に夫婦で考えておきたい生活のポイントをお伝えします。

パートナーヨガ・・・「妊娠中のママを労ってあげたい」という

パパ必見！夫婦の絆を深めながら、身体の調子を整えましょう。

対象：妊娠中のママとパパ

＊必ず夫婦で参加してください

受付時間：９時４５分～１０時

定員：各１０組（先着順）

予約：実施日の３日前まで

場所：巣南保健センター

持ち物：母子健康手帳、バスタオル２枚

動きやすい服装でお越しください

乳幼児計測

受付 10時～11時
場所 保健センター

持ち物 バスタオル

妊産婦・乳幼児相談

受付 ９時15分～10時１５分
場所 巣南保健センター

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

＜今月の子育てセミナー＞

「スクラップブッキング」を行ないます

講師：若原法子 氏

内容；写真をいろいろなものを使って飾ります

時間：１０時３０分～１１時３０分

持ち物：写真4～5枚

はさみ・テープのり・筆記用具

材料費：500円

会場：牛牧第２保育所ホール

定員：２０名

託児：有

申込：７日（月）～１０日(木）

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

※ただし、水遊びを行なっている日は

行いません
○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

今月はお休みです。
次回は別府支援センターで９月８日です。

８月 にこにこ通信

子育てセミナー

申込期間（７日～１０日）

＜会場＞

瑞穂市図書館分館

今年度が始まって、あっという間に４か月が経ちました。新しいお友だちも増え、現在、別府支援セ

ンターでは４１０人、牛牧支援センターでは１３０人ほどの多くの方々が登録をされています。初めて

来所される親子さんにも楽しんでいただけるように、日頃から温かい雰囲気でお迎えしたいと準備し

ています。何か気が付かれることがありましたら、遠慮なくお申し出くださいね。

7～8か月児対象
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



Q、遊びが点々としてじっくり遊ばないのですが・・
                     玩具に興味がないのですが・・・

A、体を動かすこと自体が遊びです。
 赤ちゃんの遊びは、未分化で大人には遊んでいるようにはみえません。しかし、赤ちゃんに

とっては、体を動かすこと、手を使うこと、人と関わること自体が遊びです。

赤ちゃんの遊びは、学習そのものです。「突き出た大脳」といわれる手足、そして全身を使っ

て環境を探索し、環境の性質（形、重さ、動きなど）を知り、環境に合わせた体の動かし方

を学習していきます。赤ちゃんの時期にたっぷり遊んだ子どもは、少しずつ心と体に「滑らか

さ」と「リズム」が生まれてきます。

「子育て支援ひだまり通信」 高山静子 著 より 

子育て Q＆A 

感覚

・なめる

・感触を

味わう

・見る

・触る

・聴く

運動

・入ったり出たり

・回る ・後ずさり

・はう ・腕を大きく回

す ・ふとももを大き

く動す

？と！がいっぱい

・ひっくり返す ・起こす ・転がす

・つかむ ・たたく ・倒す

・取り出す ・入れる ・引っ張り出す

・詰め込む ・落とす

赤ちゃんには単純でわかりやすい玩具が一番。電

池で動く玩具や電子玩具では物の性質が学べませ

ん。ステンレスのボウルやしゃもじなどの台所用

品は、動きが単純なため赤ちゃんには人気があり

ます。

操作
感覚は

脳の栄養

遊びで自分も知る

姿勢の制御 

筋力 協応

～０

≪材料≫

卵

トマト

ツナ

塩・こしょう

油

30ｇ

6ｇ

6ｇ

適宜

適宜

≪作り方≫

１．卵を溶き、ツナ、塩・こしょうを混ぜる

２．角切りにしたトマトを加えながら１で卵焼きを作る

★トマトはプチトマトを使っても OK。

色あざやかで子どもにも人気な卵焼きです。

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。

トマト入り卵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）


