
日 曜 地域子育て支援センター 健康推進課
（３２７－８６１１）

1 土
2 日

3 月 聞いてみよう

4 火

5 水 にこにこ広場１０：３０～

6 木

7 金

8 土
9 日

10 月

11 火 建国記念日

12 水 お話の会１０：３０～（別支）

13 木 わいわい広場１０：１５～

14 金 おもちゃ病院（別支）

15 土 パパママくらぶ

16 日

パパママくらぶ

測ってみよう

18 火

19 水 お話の会１０：３０～（別支）

20 木

21 金 保健師・栄養士来所（牛支）

22 土
23 日 天皇誕生日

24 月 振替休日

25 火

26 水 お話の会１０：３０～（別支）

おもちゃ病院（牛支） 離乳食教室

子育てセミナー（別支）

28 金

29 土

令和2年2月1日

令和2年2月行事日程表

★詳しい内容は直接電話などでお尋ねください

17 月 保健師・栄養士来所（別支）

27 木

＜子育てセミナーについて＞

「うたおう ならそう おどろう」

～ 歌ったり、珍しい

楽器で遊びます～

日にち：２月２７日（木）

時 間 ：１０時２０分～１１時３０分

場 所：別府保育所２階ホール

講 師 ：音楽療法士 市川まりこ氏

対 象 ：０～１歳 １０：２０～１０：５０

２～３歳 １１：００～１１：３０

定 員：各１５組 託児有

申 込：１０日（月）～１４日（金）

各支援センターへ直接

お申し込みください

≪にこにこ広場≫

日にち ２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
内容 鬼遊び

（駐車場に限りがあります
のでお近くの方は徒歩な
どでお越しください。 )

○一緒に遊ぶ中で体を動かしたり、歌ったり
して遊びます。参加して子育て仲間を増
やしましょう

○センターは１３時３０分より開所します

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）

０５８－３２６－１５１５

≪栄養士・保健師来所≫

別支・・・１７日（月）１０時～１２時まで

牛支・・・２１日（金）１０時～１２時まで

○栄養士と保健師が来所します。子育てについ

てお気軽にご相談ください

≪わいわい広場≫

日にち ２月１３日（木）第２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、簡単な制作をし

て親子で遊びます。 ぜひ、お近くの子育て

をしている方とご一緒にご来場下さい

○センターは開所しています

≪おもちゃ病院≫ 無料

別支にて １４日（金）１０時～１２時

牛支にて ２７日（木）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

２月にこにこ通信

＜聞いてみよう＞

・妊産婦・乳幼児相談を行います

＜パパママくらぶ＞ [要予約]

・１５日 パパとママの

楽なお産ストレッチ

・１７日 プレママの

赤ちゃんお世話講座

＜測ってみよう＞

・乳幼児の身体計測を行います

＜離乳食教室＞ [要予約]

対象：７・８か月児
★詳細は健康推進課へお尋ね下さい

４日（水） ・・・にこにこ広場 「お別れ会」

別支 ～人形劇～

★人形劇団の方が演じます

牛支 ～おと・言葉あそび～

★講師の方と一緒に遊びます

１０日（火）・・・どんぐり広場

１２日（木）・・・わいわい広場

≪げんきっこタイム≫ 毎日

別支・・・11時～ 14時～

牛支・・・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

「節分」と「立春」を 迎え、穏やかな日が増えてきました。

新年度が近づき、就園を迎えるお子さんのことで、「保育所に入るのに、いまだにおむつがとれなくて・・・」

「お友達のおもちゃを取ってしまったり、気に入らないと手で押すんです。」「野菜が全然食べれないのに、

給食大丈夫かしら。」と心配するお母さんたちの会話が聞こえてきます。

支援センターのスタッフはもちろん、身近な先輩ママさん方もたくさん来てくださっているので、センター

でいろんな話をいっぱいしましょう。きっと気持ちも楽になると思いますよ。ぜひ、お気軽にお越しください。

【駐車場についてのお願い】

新入所児説明会の為、駐車をご遠慮くだ

さい。ご理解とご協力のほど、よろしくお

願いします。

＜別府保育所＞

２月６日（木） １２時３０分～

＜牛牧第２保育所＞

２月１９日（水） １２時３０分～



                                  

 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

～おはよう！ぎゅっ！～ 
 来館したＡちゃんは直ぐに離れた場所で

遊んでいるＹちゃんのところへ行き、ハグ

するような仕草で歩み寄り「おはよう！」と

挨拶します。今度はＹちゃんのお母さんに

も同じような仕草で「おはよう！」と挨拶し

ます。友達に挨拶するだけでなく、友達のお

母さんにも挨拶ができるようになったＡち

ゃん、お母さん達が誰にでも挨拶する姿を

ちゃんと見て覚えたのでしょうね。 

 

～でんしゃにのって～ 
    作‣絵／とよだかずひこ  
      
 うららちゃんは 
一人で電車に乗って、 
おばあちゃんが待つ 
駅へ。電車が駅に 
停まるたび、次々と 
動物たちが乗って 
きます。 
 

瑞穂市では「あいさつのまちみずほ」「読書のまちみずほ」を市の取り組みとして掲

げています。支援センターも挨拶と絵本の読み聞かせを、日々の事業に取り入れ大事に

進めています。家庭でも積極的に取り組んでいきましょう。 

“あいさつ”から子育てがかわります！ 

挨拶は、「人と関わる力」を育てる魔法の言葉 

絵本は心の栄養です。 

一緒に絵本を楽しみましょう 

お母さん同士の「友達の輪」 

広げてみませんか？ 
子どもの『いいね！』を見つければ 

子育てがかわります。（子どもをみる目） 

素敵なあいさつ“みーつけた！” 素敵な絵本“みーつけた！” 

～ここにおいで！みんな友達！～ 
ＡちゃんとＣちゃんがパズルで遊ん

でいました。そこへ、Ｍちゃんがやって

きたけど遊ぶスペースがありません。Ｍ

ちゃんのお母さんが「こっちの机でやろ

うね」と話しても、Ｍちゃんは「同じ机

がいい！」と半泣き顔です。するとＡち

ゃんとＣちゃんのお母さん達がすかさ

ず「ここにおいで。どうぞ！どうぞ！」

と、Ｍちゃんが遊べるスペースを作って

くれました。Ｍちゃんは「ありがとう」

と言って仲間に入れました。「ここにお

いで！」と誰にでも素早く自然な対応が

できるお母さん達がステキです。 

にこにこ通信  

№２ ～ 支援センターの遊び・生活の様子から～ 

素敵な友達“みーつけた！” 

～はい、お母さん（お茶をどうぞ）～ 
 「Ｒ君、お茶を飲んでから帰ろうか」と

お母さんが持ってきた水筒をＲ君に渡す

と、Ｒ君は水筒のキャップにお茶を注いで

「はい、お母さん」と差し出しました。お

母さんは「美味しい!」と言って飲みほし、

「嬉しかったよ」と伝えました。その後、

Ｒ君は水筒のお茶をごっくん！お母さんに

優しさが伝わり嬉しそうな表情でした。 
「こぼれるから…」でなく、我が子の行

動をじっと見守り嬉しかったことを言葉で

伝えたお母さんもステキです。 
 

子どものいいね“みーつけた！” 



育児には正解がない 
だから迷ってあたりまえ 
だから悩んであたりまえ 

外に出て 
一緒に子育てをしませんか 

 
～ひだまり通信 

高山静子 著～ 

 
 
 
 
 

こんな叱り方をしてしまった！ 

（１歳児） 
〇子供が小さいので言葉で「叱る」ことはしないが、気持ちに 
余裕がないと、つい無視してしまうことが多い。 

〇物を投げる、相手に噛みつく等の時は、強い口調で「ダメ！」と注意 
する。そして「ごめんなさいは？」と反省を強要し、謝ったらしかるのを止める。 

（2 歳児） 
〇出かける前に用意してあったかばんの中身をぐちゃぐちゃにするので、「何でこん 
なことするの！もう、遅れちゃうじゃない」とひどく感情的に怒ってしまった時、 
子どもは固まってしまった。  

 〇同じ状況なのに、叱ったり叱らなかったり、その時の気分で対応が左右される。 
〇「危ないことをしてはいけない」と言い聞かせても、懲りずに何回もやるので口調

がきつくなったり、繰り返ししつこく言ったり、怒鳴りつけたりしてしまう。 
（3 歳児） 

〇自分がイライラしていたり、体調が悪かったり、余裕がないと感情むき出しで子ど

もに八つ当たりのように叱ってしまう。教えるために諭すようにはできない。 
〇叱っている最中に、「この前もやったよね！何回同じことをするの！」など、過去の

ことも持ちだして話がどんどん広がっていってしまう。                           

  
叱ってしまった後に自己嫌悪に陥ってしまう。うまく叱る方法は？ 
 

（叱るって難しい！） 

叱るとき、子供には子供の理由があってやったのだということをキャ 
ッチするよう努力はしても、一緒に暮らす生身の人間同士、気持ちには 
誰にでも波があり、些細なことでぶつかったりするのも普通です。つい 
カッとして怒ってしまうことも、あって当たり前だと思います。後で、 
悪かったと思えば、子供に怒りすぎたことを謝ればいいのだと思います。そのこと

で、子供は大人のやることすべてがいつでも絶対に正しいわけではないことを知 
 り、でも、間違ったと思ったらちゃんと謝ってくれることで、 

最も近い生身の存在として安心して生活していけるのではない 
でしょうか。 

いつでも、冷静で絶対正しいという感じでコンコンと諭され 
         るのは、実は子供との関係が対等ではなく、子供にとってはか 
         なりこわいことなのではないでしょうか。 

子育ての悩み 

スッキリ解決！ 


