
日 曜 地域子育て支援センター 健康推進課
（３２７－８６１１）

詳　　細　　等

1 金

2 土

3 日 パパママクラブ

4 月 測ってみよう

5 火

6 水 にこにこ広場１０：３０～

7 木 わいわい広場１０：１５～（別支）

8 金 おもちゃ病院１０：００～(別支）

9 土

10 日

11 月

12 火

13 水 お話の会１０：３０～（別支）

14 木

15 金 保健師・栄養士来所（別支）

16 土

17 日

18 月 敬老の日

19 火

20 水 お話の会１０：３０～（別支）

21 木 保健師・栄養士来所（牛支）

22 金 聞いてみよう

23 土 秋分の日

24 日

25 月

26 火

27 水 お話の会１０：３０～(別支）

28 木 子育てセミナー（別支） 離乳食教室

29 金

30 土 パパママクラブ

★　詳しい内容は、直接電話などでお尋ねください

平成29年9月1日

平成２９年　９月行事日程表

≪にこにこ広場≫
日にち ９月６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 音楽遊び

（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）

○音楽に合わせて体を動かす楽しさを味わ

います。歌を歌ったり、楽器を楽しんだ

りします

○センターは１３時３０分より開所します

≪どんぐり広場≫
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・・・ ９月１５日(金）１０時～１５時まで

牛支・・・ ９月２１日（木）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 ９月７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・・・どうぶつのおかあさん

・・・かばくん

・・・くまちゃん絵本

親 ・・・いい親よりも大切なこと

（新潮社）

「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

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

＜今月の子育てセミナー＞

「子どもの歯育て術

～講話と歯磨き指導～」を行います。

講師：歯科衛生士 水野彰子 氏

内容；講話と歯磨き指導（親子で参加）

時間：１０時３０分～１１時３０分

持ち物：使用している歯ブラシ・タオル

コップ・（あれば手鏡）

会場：別府支援センター

定員：２０名

託児：有

申込：１１日（月）～１５日(金）

各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～

○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

別府支援センターで９月８日に行います。
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（１１日～１５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

秋とは名ばかりで、まだまだ日中は暑さ厳しい日が続きますが、朝夕には涼しい風が吹き、季節の移り変わ
りを知らせてくれているようです。涼しさを肌で感じながら散歩に出てみると、秋の虫の鳴き声に変わっている
かもしれません。
幼い子は五感で感じる経験が大切なようです。「とてもそんな気持ちの余裕はなくて！」とお母さんの嘆きの

声が聞こえてきそうですが、子育ての大変さを楽しむのも限られた今だけです。支援センターに集う皆さんた
ちとスタッフで子どもの成長で悩んだり喜び合ったり、おしゃべりしていく中で解決できるといいですね。

9月 にこにこ通信

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（夫婦で参加してください）

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

優しさ育て！～木のスプーン作り～

講師：木育推進員 福島 計一氏

対象：１歳未満のお子さんを持つママとパパ（妊婦含む）

定員：１０組（先着順）

予約：実施日の３日前

場所：総合センター４階 創作室１

持ち物：母子健康手帳・軍手・マスク・タオル・

飲み物・材料費１０００円

※動きやすい服装でお越しください



Q、床にバラバラになったものは見向きもしないのに、きれいに棚に片付けた途端、必ず散ら
かしに来る。どうして散らかしちゃうんでしょう

A、『子どもは散らかし魔』でも、ちゃんと理由があります。
  子どもは、手や体を使って自然や物の

性質を学びます。物に触ることは幼児

の学習形態。

「子育て支援ひだまり通信」 高山静子 著 より 

子育て Q＆A 

子どもの働きかけで動く玩具…子ど

もが働きかけることによって、形や音

が変わる、コミュニケーションのとれ

るおもちゃを選んでみましょう。

強くたたくと大きな音、弱くたたくと

小さな音がする。紙などのくしゃくし

ゃビリビリ…。何度もやり直しができ

る。等

おっ！

０～１,２歳

手は「突き出た大脳」とも言われます。

子どもは起きている間中、手を使って

脳に刺激をおくっていると言えます。

だから部屋が散らかるのです。散らか

った部屋を見た時は『今日も立派な脳

が育ったわ』と思えるといいのですが。

子どもは、

こうなって

いると…

えーい
壊してしまいます

１,２歳～４歳 ４歳以降

“秩序を壊すこ

と”が遊び（何度

も繰り返す）

作っては壊し、作って

は壊しの繰り返し

（試行錯誤）
何かを“つくる”へ

～０

鶏ひき肉

おから

にんじん

ねぎ

干ししいたけ

油

酒

砂糖

しょうゆ

牛乳

和風だしの素

7ｇ
7ｇ
4ｇ
3.5ｇ
0.5ｇ
1ｇ
1ｇ

（作り方）

１．にんじん、戻した干ししいたけ

ねぎをみじん切りにする

２．鶏ひき肉を炒める

３．１を加えて炒め、火が通ったらおからを加えて

炒める

４．酒、みりん、醤油、牛乳、和風だしの素を加る

５．程よくしっとりしたら火を止める（やわらかさ

は水で調整してください）

普段のおからに牛乳をプラス。よりまろやかコクの

ある仕上がりに。食べやすくなります。

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。

牛乳おからを作ってみませんか！

（０，１，２歳児未満児給食献立表より）

五感で食事を楽しもう 乳幼児期は感覚の形成に大切な時期
です。食を通して豊かな感覚を育み、楽
しい食事につながるようにしましょう。

見て楽しもう！
「どんな発見があるかな？」よく見る
といろんな発見があります。一緒にじ
っくり観察しましょう。 

匂って楽しもう！
「どんなにおいがするか
な？」においをかぐこと
により、どんな想像につ
ながるでしょうか。 

聞いてたのしもう！
「どんな音がするかな？」食事には
たくさんの音であふれています。 

ちょっと触って 
みよう！

「どんな感触か
な？」火を通したり
することにより、い
ろんな変化も生まれ
ます。 

味わって食べよう！
「どんな味がするかな？」どんな味があ
るか、舌で観察しながら食べることは楽
しみにつながります。 


