
日 曜 地域子育て支援センター 健康推進課
（３２７－８６１１）

詳　　細　　等

1 木 わいわい広場（別支）

2 金

3 土

4 日

5 月 子育てセミナー申込期間（５～９日） パパママくらぶ

6 火

7 水 にこにこ広場１０：３０～

8 木

9 金 おもちゃ病院１０:００～（牛支）

10 土

11 日

12 月

13 火 どんぐり広場１０:３０～（牛支）

14 水 お話の会１０：３０～（別支）

15 木 保健師・栄養士来所（別支）

16 金 子どもの薬解決しよう（別支）

17 土

18 日

19 月

20 火 子育てセミナー（別支） 測ってみよう

21 水 お話の会１０：３０～（別支）

22 木

23 金 保健師・栄養士来所（牛支）

24 土

25 日

26 月 パパママくらぶ

27 火

28 水 お話の会１０：３０～(別支）

29 木

30 金 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6月1日

平成２９年　６月行事日程表

少しずつアジサイが色づき始めました。梅雨入りのニュースも聞かれますが、雨上がりに散歩

に出てみませんか？いろいろな発見があることでしょう。

支援センターで「家では取り合いする相手もいないんだから、おもちゃの取り合いも大切」と取

り合いの様子を、内心ハラハラしながらも見守っておられるお母さんがいました。自我の芽生え

があってこそ、自分のものに執着しますし、友達に関心があるから、友達に近寄っていきます。

トラブルを通して少しずつ人とのかかわり方を学んでいきますね。

≪にこにこ広場≫

日にち ６月７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 制作遊び
（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）
○身近な廃材を使って作ります。
○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 ６月１３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 パフリングで遊ぼう
駐車場 生津小学校職員駐車場
○パフリングを使って、遊びます。
小さなお子さんでも、みんなで遊ぶ楽しい雰
囲気を味わっていただけます。

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・・・ 6月１５日(木）１０時～１５時まで

牛支・・・ 6月２３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

≪子どもの薬の疑問解決しよう≫

別府支援センターにて 6月16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 ６月１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

使ったジャンピングカエル）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

0歳・・松谷みよ子

赤ちゃんの本（童心社）

1歳・・あけてあけてえほん(偕成社）

2歳・・ことばどんどん（ひかりのくに）

親 ・・おかあさんだもの

（アリス館）

「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

＜産科医からのメッセージ＞
～赤ちゃんの命を守るために～

胎児治療で有名な講師が皆さんの疑問にお答

えします！

対象：子育て中のかた（妊娠中のかたを含む）

夫婦・親子での参加大歓迎！

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

＜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

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

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＞

「子育ての悩み イッキに解消！」の講演です。

講演後、お茶を飲みながらおしゃべりを楽しみましょう。

講師：中野たみ子氏

時間：１０時３０分～１１時３０分

会場：別府保育所ホール

託児：有

申込：5日（月）～9日(金）

別府支・牛支の両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

牛牧支援センターにて ９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。

６月 にこにこ通信



Q、センターの通信に『あいさつから子育てがかわります』『絵本は心の栄養です…』が、毎月掲
載されていますが、その意図は…

A、広報４月号に『瑞穂市では、「教育立市みずほ」を揚げ、教育を進めていきたいと思っていま
す。今年から５年かけて取り組みたいことが次の２つの内容です。これを「教育立市みずほ」

の重点活動とします………。』と、記載されていました。これは、乳幼児期からとても大切な事

です。よって、センターにおいても

 いろんな遊び、生活の中で浸透させてい

きたいと思っています。具体策は

随時お知らせします。

Q、食事について…
   「食事をあまり食べない」「好き嫌いを言う」…ついつい叱ってしまう。

  ママの声：１歳児、あまりにも食が細くせっかく頑張って作ってもほとんど食べない。

       ついつい、叱ってしまう…

  ママの声：２歳児、ふらふらっと席を立って全然食べない為、テーブルを片づけたりして

怒ってしまう…

  ママの声：「ご飯食べない子は大きくなれないよ。ご飯を食べないなら…」と脅す。

       「食べないなら食べなくていいよ」と突き放す…

A .食事は「おいしく」「たのしく」「たくさん」食べてほしいですね。でも、いざ、テーブル
を前にすると子どもの好奇心は全然違う所へ行ってしまうようです。また「食べない子」

だと本当に苦労します。２歳頃が「自分で選びたい」「自分で決めたい」という要求が強く

なりますが、理屈で考えたり決めたりすることはできないので「イヤ」を言い出したら大

人がどのように促しても「イヤ」と頑張ったりします。他のことならいいのですが「食べ

ない」ことだと心配になりますね。

 「食べない子」といっても、もともと食が細い場合と、その時期、様々なこだわりがあっ

て気分で「食べない」場合があります。食の細い子を叱って食べさせようとしても無理で

すし、こだわりの時期ならしばらく見守ることが大切ですね。健康的な食事を家族で楽し

く食べるといった基本を押さえていれば、あとは叱ったり無理矢理食べさせたりはしない

方がいいと思います。親は、その子の食べられる量や食べ方をキャッチしながら気長に構

えるのがいいと思います。食欲がありたくさん食べられるのは幸せな事ですが「えらい」

わけではありません。「全部食べてえらい」と褒めることは、食べられない子にとっては、

酷なことだったりします。「おいしく食べられてよかったね」と一緒に喜んであげましょう。

どんなタイプの子にとっても食事が楽しい時間になるように、大人が一人一人の

違いを分かって関わる事が大切ではないでしょうか。

子育て Q＆A

あいさつのまち 

みずほ

読書のまち 

みずほ

１．具を小さく切る

２．１をバターで炒め、火が通ったらコンソメ、カレー

粉で味をつける

３．２とごはんを混ぜ、塩・こしょうで味を整える

カレー味はほんのり程度で OK。野菜もたっぷり入った
ピラフです。

～０

～ ０・１・２歳児未満児給食献立表より抜粋～ 

【カレーピラフ】 （１人分）

ごはん

鶏もも肉

にんじん

たまねぎ

ピーマン

バター

コンソメ

カレー粉

塩・こしょう

80ｇ

10ｇ

5 

5

2.5 

2 

0.5 

適宜

適宜

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。

野菜がたっぷり入ったピラフを作ってみませんか！


