子育て通信

平成２３年２月号第１９９号

まだまだ寒い日が続いていますが、暦の中に「春」の文字を見つけると、気持ちがちょっとだけ温かくなりま
すね。うがい手洗いでしっかり風邪予防をしていきましょう。

☆0 歳児親子のつどい☆
助産師さんも参加で身体測定や、育児相談が
でき、ゆっくりお話をして過ごしました。

☆土っ子くらぶ☆
野菜の収穫と、スナップえんどうの
種まきをしました。

☆小麦粉粘土で遊ぼう☆
好きな色をつけて、粘土の感触を楽しみました。

☆誕生会☆
１月生まれのお友達にインタビューをし
た後は、パネルシアターを楽しみました。

☆わらべうたのつどい☆
少し難しいわらべうたに、
お母さん達も挑戦！！

☆シール貼り☆
どのシールにしようかな？？

☆エプロンくらぶ☆
ココアとプレーンの２色のクッキーを作り
ました。車やクマ、ハートなど色んな形の
クッキーが出来ていました。

時

間

活

動

内

容

場

１

火 ９:00〜1４:00

２

水 ９:00〜1４:00

３

木 ９:00〜1４:00

４

金 ９:00〜1４:00

５

土

６

日

７

月 ９:00〜1４:00

８

火 ９:00〜1４:00

１歳児親子のつどい☆身体測定をしよう！

敬愛保育園

９

水 ９:00〜1４:00

２歳児親子のつどい☆楽しい時間を過ごしましょう！

敬愛保育園

10

木 ９:00〜1４:00

誕生会（11 時〜）わらべうた・パネルシアターがあります！

11

金

12

土 ９:00〜1４:00

わらべうたのつどい♪（10 時〜11 時）

敬愛保育園

13

日 9:30〜13:00

プレパパプレママ☆これからパパ・ママになる人のつどいです。

敬愛保育園

14

月 ９:00〜1４:00

15

火 ９:00〜1４:00

ポコポコくらぶ（妊婦さんのつどい）＊次回は３月７日です

敬愛保育園

16

水 ９:00〜1４:00

０歳児親子のつどい☆助産師参加

敬愛保育園

17

木 ９:00〜1４:00

18

金 ９:00〜1４:00

19

土

20

日

21

月 ９:00〜1４:00

エプロンくらぶ☆パンを作ろう！

敬愛保育園

22

火 ９:00〜1４:00

１歳児親子のつどい☆色んなお話をして楽しみましょう♪

敬愛保育園

23

水 ９:00〜1４:00

０歳児親子のつどい☆お母さん同士仲良くなりましょう！

敬愛保育園

24

木 ９:00〜1４:00

誕生会（11 時〜）わらべうた・パネルシアターがあります！

メープル広場

25

金 ９:00〜1４:00

手作りおもちゃのつどい☆雛人形を作ろう！

メープル広場

26

土

土っ子くらぶ

敬愛子ども農園

27

日

28

月 ９:00〜1４:00

10:00〜11:00

折り紙で遊ぼう！！

会

メープル広場
メープル広場

豆まきをしよう！！10 時から保育園でします。

敬愛保育園
メープル広場

メープル広場

メープル広場

メープル広場

メープル広場
シール遊びをしよう！！

メープル広場

メープル広場

＊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。
＊メープル広場はどなたでも参加できます。お弁当持参もＯＫです。
園舎隣接の建物１Ｆです。
＊晴れた日の午前中は園庭で遊ぶ事もできます。
＊0・1・2 歳、妊婦さんのつどいは、9:00〜11:30 までで敬愛保育園のホ
ールで行っています。

（親子クッキング）
２１日（月）10 時から敬愛保育園で親子クッキン

１０日（木）２４日（木）

グをします。

１１時から親子わらべうた遊びや誕生会、パネルシ
アター（もしくはエプロンシアター）があります。

今回は、パンをつくります。
対象は、２歳以上の子どもと保護者になります。
先着 10 組ですのでご予約をお願い致します。
材料費：300 円
持ち物：親子とも、エプロンと三角巾
（バンダナでも可）
お気軽にご参加ください。
作った後は、みんなで食べます。

1６日（水）９時 30 分より助産師の大山さんが来られ
ます。相談、体重測定もできます。
お母さんたち同士でおしゃべりしながら、ゆっくりし
た時間を過ごしましょう。
＊駐車場は、奥からつめて停めて頂くようご協力お願い
します。

と き：２月２６日（土）
時 間：午前１０時〜
ところ：敬愛子ども農園（保育園駐車場横の畑）
野菜の成長を見ながら収穫や、草取りをします。
土に触れたり、野菜の成長を見たりと良い機会に
なりますので、お気軽に御参加ください。

と き：２月１３日（日）
時 間：９時３０分〜１３時終了予定
ところ：敬愛保育園 ２階ホール
これからパパ・ママになる方（妊婦さんとそのご主人）
のつどいです。沐浴の仕方、ご主人の妊婦体験などを
します。先輩パパ・ママの体験談もあります。当日は
軽食を用意しています。ご近所に該当する方がいらし
たら、ご案内ください。
＊要予約 玉名市子育てネットワーク
☎ ７４−４５１４

サークル名

日

立願寺子育て交流会

６日（日）

10:00〜15:00

下立願寺公民館

玉名町支館主催「みんなであそぼう」に参加
＊詳しくは広報「たまな」1/15 号

糠峯キッズ

18 日（金）

10:00〜12:00

糠峯団地集会所

フォトブック製作

伊倉子育て広場

18 日（金）

10:00〜11:30

伊倉隣保館

伊倉隣保館で遊ぼう（室内でゆっくり過ごしましょう）

まろかキッズ

28 日（月）

10:00〜12:00

松木公民館

三ツ川子育てサークル

17 日（木）

10:00〜12:00

ふれ愛一本松交流館

時

毎週月〜土＊水…休館

間

場

２５日（金）10 時より雛人形を作ります。
作りたい方は、紙コップ・包装紙を
持って来てください。包装紙は、
紙コップの周りに貼ります。

所

活

川床（三ツ川）公民館

10:0〜18:00

一本松団地

動

ミニアロマ講座

内

容

材料費 200 円

おひな様作り（材料費 100 円）
2/19（土）お楽しみ会 10 時〜
問い合わせ先（７４）５００１

気がつけば、あと少しで卒園…。
４月生まれの長男は、同学年の中では、小学校入学までの年月が一番長いはずなのですが、少しも
そうは思えないくらいあっという間でした。
もちろん楽しくもあり、嬉しくもあり、時には“何でこうなんだろう…”と悩んだこともありました。
でも思い返せば、不思議と楽しかったことや嬉しかったことなどイイことの方が強く心に残っている気
がします。
保育園にお世話になったのは、息子が１歳になる頃から。起きているほとんどの時間を保育園で楽しく
過ごさせていただき、生活習慣の様々なことまで教えていただいて（私が家で教えるより、確実にきち
んとしっかりできるようになっているようです）、お利口さんになっているわが子を見て、先生方には
感謝の気持ちでいっぱいです。
“こんなコトももうできるんだ〜！”と感心してしまうこともしばしばです。思えばはじめて保育園に
入園する時、無邪気な 0 歳児の息子よりも、当然ですが親の方が期待と不安でいっぱいだったのを覚え
ています。何もかもが初めてで、同時に職場復帰（フルタイム）したこともあり、仕事と子育て（家事）
の両立に、もちろん（！？）家事を手抜きするしかなく、なんとか頑張っていた記憶があります。
正直、不安の一つであった保護者どうしのお付き合い。私も夫もわりと人見知りタイプのため（現在の
我々をご存知の方はジョーダンでしょ？と言われると思いますが）、家族参加の行事のたびにドキドキ・
モジモジ…。気を使って声を掛けてくださる方々にも、逆に気を使ってしまい、なかなか打ち解けて話
をするのが難しく思えていました。
今では、保育園の保護者会を通じて、家族ぐるみで仲良くさせていただいているママ友＆パパ友ができ、
この年になっては難しい“自分とは違う職種（違う世界を知る）のお友達ができたこと”に親の方が喜
び、楽しませてもらっています。
息子は、人懐こい性格であるせいか、他のお友達のお母さん方は、うちの子のことを覚えていてくれて、
声をかけてくださっていたのに、いつもお迎えの遅い私は、お友達の顔と名前をなかなか知ることも覚
える事もできず、息子に申し訳ない思いをしていました。
ですが、その後、２回の育児休暇の期間もあり、だいたいのお友達の名前と顔が一致するようになり、
私自身がお友達が増えた気になって、楽しい思いをさせていただいています。
小学校入学を目前にして、最近なんだか急に成長した様子で期待を膨らませている息子に対して“大丈
夫なのかなあ…”と、なんとなく不安な私です。何が？と尋ねられると、本当にいろいろな事が、細か
い事まで気になって、心配になってしまいます。
『学習』という部分が頭にあるため、保育園入園の時よりも不安＞期待となってしまっているのでしょ
うね。
．．．．．．
“今のうちに準備できることはやっておかないと！”と焦っているのは親だけで、のんきな長男である
息子は、何事もマイペースで、逆に“焦ってもしかたないんだよ（＾^♪”と教えられているようです。
そうはいってもやはり心配になるのが親だと思うのですが。
何よりも息子が、“学校が楽しい！”“学校に行きたい！”と思ってくれることを最優先に考え、親子
共々、またたくさんのお友達と出会えることを期待して、そして、これからも、元気にのびのびと息子
らしく成長してくれることを望んでいます。
ＰS．息子へ：こんなに成長してくれて、ありがとう。いつも応援してるよ。これからも、一緒に成長さ
せてね！
ペンネーム きよママ

＊お気軽にお電話下さい！！

玉名市子育てネットワーク
＊育児相談（電話・面接）
＊「一時保育」申込み・お問い合わせ
いずれも月〜金（午前 9 時〜午後５時まで）
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/

