子育て通信

平成 20 年９月号 第１７０号

玉名市子育てネットワーク
９月のプログラム
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プログラム
ポコポコくらぶ（妊婦さんのつどい）
おしゃべりをして楽しいひとときを過ごしましょう。
1 歳児親子のつどい
お母さん同士お友達になりましょう。
０歳児親子のつどい
離乳食の展示・話があります。
『子育て広場』
ノープログラム
子どもの好きな遊びを用意して待っています。
わらべうたのつどい
大人も子どもも楽しみましょう。
ピースくらぶ（双子のつどい）
お母さん同士仲良くなりましょう。
２歳児以上親子のつどい
保育園で楽しく過ごしましょう。
『子育て広場』・
誕生会
親子のふれあい遊び・パネルシアター
1 歳児親子のつどい
お母さん同士お友達になりましょう。
０歳児親子のつどい
助産師の大山さんをかこんで､楽しいおしゃべりを
しましょう。体重測定もできます。
『子育て広場』
ノープログラム
子どもの好きな遊びを用意して待っています。
公園で遊ぼう！昼食の持参は自由です。
雨天時は敬愛保育園で遊びます。
手作りおもちゃのつどい
風車を作ります。
『子育て広場』・
誕生会
親子のふれあい遊び・パネルシアター
０歳児親子のつどい
子育て広場
わらべうたのつどい
ポコポコくらぶ（妊婦さんのつどい）

場所
敬愛保育園
敬愛保育園
敬愛保育園
福祉センター
ふれあい広場
敬愛保育園
敬愛保育園
敬愛保育園
福祉センター
ふれあい広場
敬愛保育園
敬愛保育園
福祉センター
ふれあい広場
金魚と鯉の郷
広場（
長洲）
敬愛保育園
敬愛保育園
敬愛保育園
敬愛保育園
敬愛保育園
敬愛保育園

u

敬愛保育園では月〜土曜日（１５日と２３日含む）の９時から１４時まで、メープル
広場（自由遊び）
・園庭開放を行っています。＊但し、上記のプログラム以外の時間帯

u

全プログラム、好きな時に来て、好きな時に帰る、自由な広場です。

第２子のお産も１１月に控え、長男（１１ヵ月）も、
のびのびと元気一杯に育ってくれて、とても嬉しいで
す。
離乳食もしっかりと食べてくれていますが、色々とわ
かってきた分、大人の食べ物（お菓子など）も、どう
しても欲しがってしまい、周囲もつい可愛さのあまり、
与えてしまう事に悩みと日々の葛藤がありますが、家
族からの沢山の愛情を頂き、心おだやかに健康に育っ
てくれています事に、感謝しております。
（しゅんぺいママ）
1 歳８ヵ月の息子を連れて、初めて桃田の
プールに出かけました。水遊び用のパンツ
を着用して浮輪で遊んでいる姿を見たら
成長したなぁと感動しました。
（隆ちゃんママ）

うちの子のハイハイはちょっと変わって
ます。まるで水泳のバタフライのように
両 手 を 動か し て進 み ま す 。し か も早
い！！
その姿を見ながら、将来のオリンピック
選手○○○などと親バカしながら 毎日
子育てを楽しんでいます。
（ちひろのママ）

とき：9 月１９日（金） １０時３０分〜
ところ：金魚と鯉の郷広場（長洲）
＊昼食の持参、解散は自由です。
＊場所を知らない方は、敬愛保育園に１０時までに
来て下さい。
公園で楽しい時間を過ごしましょう。
水筒・帽子・着替えを忘れずに！

２４日（水）１０時から『風車』を作ります。
トイレットペーパーの芯を２・３個とストロー（曲
がるのがいいです）
・つまようじを数本お持ちくだ
さい。
簡単に作れますので、お気軽にご参加下さい！

お盆の帰省中、娘（９ヵ月）が頭に
たくさん汗をかき、汗もが出来てし
まいました。お薬をぬっていたので
すが、義母と夫（！？）が散髪を！！
前髪が 昭和初期 のようにパツン
とまっすぐになりました。娘を見る
たびに、微笑です。
（コトコト号）

３日（水）に、栄養士による 離乳食の展示＆話
があります。離乳食を始める準備期から、前期、
中期、後期、幼児期と移行していく段階なども、
実際に目で見て、作り方などのアドバイスもあり
ます。質疑応答も出来ます。
これから始める方も、段階に
悩んでいる方も大歓迎です！！
気軽に御参加下さい。

よく回り
ますよ！

毎週木曜日は、福祉センターで子育て広場を行ってきましたが、9 月２５日（
木）の子育て
広場より敬愛保育園のメープル広場にて子育て広場を行う事になりました。内容は今ま
で通り、第２・４木曜日はお誕生会やパネルシアター・エプロンシアターをします。他の
木曜日は、シャボン玉遊びや折り紙などいろいろな遊びの準備をしていますので、ぜひお
出かけ下さい！メープル広場は、お弁当持参もＯＫです。園庭で遊ぶ事も出来ます。
たくさんのご参加、お待ちしています！
開所時間：通常のメープル広場と同様 ９時〜１４時
＊誕生会、パネルシアターは１１時から始まります。

この２年間で親子ともども「育てられた」、おおいに「育てられた」
、そんな気持ちです。
娘は、「半分赤ちゃん」から「一人前の（？）こども」に、私は「なりきれてない母親」
から「母」に「親」に。（今でも充分ではありませんが。）
ずっと、葛藤していました。子育て広場に行っても、ご近所とつきあっても、そこに私
の居場所がないような、私が属する集団ではないような、違和感を感じていました。大学
を卒業するちょっと前に娘の妊娠がわかり、同級生が社会へ出て働き、新しい世界で活躍
している最中、私は一人とり残されたような気持ちで家庭に入っていました。そこで、子
育てを通じた友人をつくろうとすればよかったのですが、たぶん変なプライドのようなも
のがあったんだと思います。
「こどもとだんなと嫁姑の話で盛り上がって満足するようなおばちゃんにはなりたく
ない」
なんてことを考えて、気持ちのうえで反発していました。今となっては恥ずかしいかぎり
です。
「ママ友だち」という言葉にも反感を覚えていました。
「友だち」は「友だち」なのに、
なんで「ママ」がつかないといけないのだろう、
「子育て」だけでつながった友だちなん
て薄っぺらい、そんな気持ちも少なからずありました。「ママ友だちなんていらない」と
いう頭だったから、どこへ行っても友だちをつくる努力はしませんでした。一人で娘と家
の中で遊び、一人で娘を公園に連れて行きました。つきあうのは学生の頃からの、独身の
友人ばかりでした。それでも、さすがに同年齢の子と交わらないのは娘のためにならない
と思って子育て広場に出て行ったりもしました。でも、「娘のため」というのが先にあっ
て自分が楽しんでいないのだから、行くのはどんどん苦痛になりました。
そんな折実父が他界し、県外の実家と玉名とを娘を連れて行き来することが多くなり、
「玉名で子育てを通じた友人をつくる」機会をますます逃してしまいました。娘は、保育
園に入る２歳半まで子どもの友だちが一人もいなかったのです。
娘には悪いことをしたと思っています。おじいちゃんやおばあちゃんからたくさんおも
ちゃを買ってもらっても、そのおもちゃで一緒に遊ぶ友だちがいない、それは母親である
私の責任です。
ファンファン 10 月号に続く・・・
匿名希望の母

玉名市で活動中の
サークルの紹介です。

立願寺子育て交流会
月日：９月２０日（土）
場所：下立願寺公民館
時間：１0：００〜１１：３
０
活動内容： 老人会との交流

糠峯キッズ

伊倉子育て広場

月日：９月１７日（水）
場所：保健センター
時間：１０：００〜１

『いくらちゃんであそ
ぼ』

２：００
活動内容：

月日：９月１９日（金）
場所：伊倉隣保館
時間：１０：００〜１１：

子育てふれあい広場
まろかキッズ
月日：９月６日（土）
場所：松木公民館
活動内容：
「松木の夕べ」に参

川床子育てサークル
月日：９月２５日（木）
場所：川床（三ツ川）公民
館
時間：１０：００〜１２：

ふれ愛一本松交流館
月日：毎週火〜土
場所：一本松団地
時 間 ： １ ０： ０ ０ 〜１
８：００
活動内容：

第４土曜日

月日：毎週月〜金
場所：福祉センター １Ｆ
時間：１０：００〜１５：
００
活動内容：９/１０（水）お誕
生日会
９/１６（火）食育「おやつ作り」

玉名市子育てネットワーク
事業内容
１．育児相談事業
＊ 電話相談（TEL. 74-4514）
月曜日〜土曜日（午前９時〜午後５時まで）
＊ 面接相談
＊ 育児講座の開催
＊ 広報紙『子育て通信ファンファン』発行
＊ 子育て通信『そよ風メイル』発送
＊ 関係機関連絡調整
２．子育てサークル 等の育成事業
＊ 『子育て広場』の開設
＊ 『親子のつどい』の開設
＊ 『メープル広場』『園庭開放』の開催
月曜日〜土曜日(午前９時〜1４時まで)

玉名市子育てネットワーク
玉名市築地２５０９（敬愛保育園内）
ＴＥＬ．（０９６８）７４−４５１４
ＦＡＸ．（０９６８）７４−３８６８

http://www.keiai-hoikuen.org/

３．特別保育事業の積極的実施、普及促進
＊ 『一時保育』の実施
申し込み・お問い合わせ
TEL． ７４−４５１４ 月曜日〜土曜日
（午前９時〜午後５時まで）
４．地域の保育資源の情報提供
＊ ホームページの開設による情報提供
対象
就学前乳幼児と保護者

