
日 曜 地域子育て支援センター 健康推進課
（３２７－８６１１）

詳　　細　　等

1 日

2 月

3 火

4 水 にこにこ広場１０：３０～

5 木 わいわい広場１０：１５～（別支）

6 金

7 土

8 日

9 月 体育の日
10 火 どんぐり広場１０；３０～（牛支）

11 水 お話の会１０：３０～（別支） 測ってみよう

12 木

13 金 おもちゃ病院１０：００～(牛支）

14 土

15 日

16 月 保健師・栄養士来所（別支）

17 火

18 水 お話の会１０：３０～（別支）

19 木 パパママクラブ
20 金 子どもの薬解決しよう１３：３０～（別支）

21 土

22 日

23 月

24 火 子育てセミナー（牛支） パパママくらぶ
25 水 お話の会１０：３０～(別支）

26 木 保健師・栄養士来所（牛支）

27 金 聞いてみよう

28 土

29 日

30 月

31 火 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

平成29年10月1日

平成２９年　１０月行事日程表

≪にこにこ広場≫
日にち １０月４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 ミニ運動会

（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）

○ホールで体操をしたり、お子さんの年齢

にあった運動遊びを楽しみます

○センターは１３時３０分より開所します

≪どんぐり広場≫
日にち １０月１０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 ミニ運動会

駐車場 生津小学校職員駐車場

○体操をしたり、お子さんの

年齢にあった運動遊びを

楽しみます

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・・・ １０月１６日(月）１０時～１５時

牛支・・・ １０月２６日（木）１０時～１５時

○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 １０月５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・・・のせてのせて

・・・のりもの絵本

親 ・・・赤ちゃんがぐっすりねてくれる

奇跡の７日間プログラム

（あさ出版）

「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 保健センター

持ち物 バスタオル

＜今月の子育てセミナー＞

「親子リトミック ～動かせ心 動かせ体！音とリズム」

講師：渡辺 博子 氏

内容：親子リトミック（親子で参加）

時間：１０時３０分～１１時３０分

対象：１歳半～３歳の未就園児

会場：牛牧第２保育所ホール

定員：３０名

託児：有

申込：１０日（火）～１３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

牛牧支援センターにて １３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

子育てセミナー

申込期間（１０日～１３日）

７～８か月児対象

受付：１０時１５分～１０時３０分

場所：保健センター 予約：1週間前まで

青い空、白い雲、外で遊ぶのにとても気持ちの良い季節となりました。
支援センターに来られたお母さんが、「家にいると私にべったりくっついてるけど、ここに来ると私から離
れてよく遊ぶんですよ。」「いっぱい遊ぶと、家に帰ってもご機嫌でよく寝ます。」と言われます。お子さん
は、お母さんが家事から離れてゆったりと向き合ってくれる雰囲気を感じ取り、心が満たされ安心してのび
のびと遊べるのでしょう。また、体をいっぱい動かすことが、心地よい疲れをもたらし睡眠に導入します。
ご近所の子育てしているご家庭の方にもお声をかけていただき、みんなで子育てを楽しみましょう。

＜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ないます。

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ないます。

その後、交流タイム。

対象：妊娠中のママ、５か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

＜育ママサロン＞

自分らしいお産を迎えるためにイメージング＆

リラクゼーションなどを行ないます

対象：妊娠中のママ

定員：１５人(先着順）
受付：９時４５分～１０時

予約：実施日の３日前まで

場所：保健センター

持ち物：母子健康手帳、バスタオル、

動きやすい服装

パパママくらぶ

≪子どもの薬の疑問解決しよう≫
別府支援センターにて １０月２０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

１０月 にこにこ通信

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





Q、・人の玩具を取ってしまう、まだ、人の物という意識はないと思うのですが…（０歳児）
・仲良く遊んでいるのはほんの一時。ちょっと目を話すと、人の玩具を取ってしまう。

自分の子も悪いけど、相手の子も悪いと思うのですが…

A、玩具の取り合いは、非常に多いトラブルの一つです。
１歳代だと、「だめよ」「順番ね」などと言い聞かせても理解することはできません。

子ども同士で衝突が生じた場合、大人がその場面を転換して状況を変えれば、また楽しく

遊ぶことができます。

２，３歳ぐらいになると、そういうわけにはいかなくなってきます。その玩具が人の物だ

とわかっていても、「自分がほしかったら、たたいてでも取ってしまう」という行動を取

るようになります。「自分の欲求」というものをきちんと表せる年齢になるという事。

でも自分だけでなく「他人も尊重する」ということがまだわかっていないのでトラブルに

なりやすいのです。「相手の玩具をとるのはいけない事」と、本当に理解できるようにな

るのは、３歳を過ぎてから。それまでは「自分と他の子との関係」を子ども自身が客観視

する事はまだできませんね。

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

子育て Q＆A 

親同士の合意が大切

大人が、「子ども同士で遊んでいれば必ず何か

が起きる。」と思っていたほうがよい

「うちの子の玩具を取っ

てしまうあの子は本当に

性格が悪い」

「親が厳しくたしなめな

いからいけないのだ」

「まあ、玩具の取り合いをしてもしか

たない。子ども同士色々やっていく中

で、だんだんわかっていくのよね」

その時その時のトラブルを、大人のトラ

ブルにせず、大人たちが間を取り持って

子ども同士が楽しく遊べるように工夫

×

～０

ごはん

粉チーズ

いりごま

桜えび

青のり粉

油

しょうゆ

40ｇ
3ｇ
2ｇ
1ｇ
適宜

適宜

適宜

（作り方）

１．ごはんに粉チーズ、いりゴマ、桜えび、

青のり粉を混ぜて焼く

２．表面に醤油を塗ったら出来上がり

★チーズや桜えび入りのカルシウムたっぷりの簡単にで

きるおやつです。

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。

ごはんのかわりおやきを作ってみませんか！

「一汁二菜」で健康的な食事を楽しもう！

給食は「一汁二菜」を基本とした組み合わせになっています。「主食」のほかに「汁物」

「主菜」「副菜」を組み合わせることで、バランスよく栄養を取ることができます。

【副菜】
野菜やいも類、海藻類、
きのこ類を組み合わせ
た、和え物、煮物、蒸し
物、サラダなどのおかず
です
体の調子を整えるビタミ
ンやミネラル、食物繊維
が豊富

【主食】

ごはんやパン、麺などで

す

体を動かすエネルギー源

【主菜】
肉、魚、大豆製品、卵などたん
ぱく質源となる食品をメインに
使用したおかずです
体をつくるもとになるたんぱく
質が豊富

【汁物】
副菜と同様に、野菜やいも類、
海藻類、きのこ類を組み合わせ
た料理。その日に使っていない
食材を使うことで、不足する栄
養を補うことができます
噛んだり飲み込んだりがまだ上
手くできない子どもにとって
は、食事全体を食べやすくして
くれる一品です

（０，１，２歳児未満児給食献立表より）


