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毎年この時期に実施している講座です。県の教育委員 【材料】
会の「親の学びプログラム」の一環の活動ですが，阿蘇 ○さつま芋・・・・・・・・200 ｇ

平成３０年１１月１日発行 教育事務所の先生のお話を少し伺った後にグループに分 ○クリームチーズ(kiri)・・・36 ｇ(２個)

かれ，育児その他で日頃悩んでいる事や皆さんの意見を ○マヨネーズ・・・・・・大さじ２
聞いてみたい事などを，参加者でどんどん出し合います。 ○パセリ(みじん切り)・・・小さじ１

放れられるお子さんは職員やボランティアさんとで託
児をしますので，早めにお申込み下さい。 【作り方】

☆ ファーストシューズは，このお話を聞いてから買いに ①さつま芋を１ cm の厚さでいちょ
行こうと思ってこの日を楽しみにしていました。大人に う切りにして茹で，柔らかくなっ
も子どもにも為になるお話でした。 (SS) たら湯切りしておく。

☆ 靴選びがこんなに大事だとは思っていませんでした。 ②ボウルにクリームチーズ，マヨネーズを入れて練
早速足のサイズを測って子どもに合 り合わせ，①を加えて混ぜ会わせ更にパセリを加
った靴を選んであげたいと思います 「公園で遊ぼうの会」第３弾！ えて混ぜればできあがり。
爪切りもやすりに変えてみようと思 落葉の山に埋もれたり，たくさんの ※ 簡単にできるし，おつまみにも良いですよ。そ
います。とても為になりました。(TA) 落葉をかき集めてすくい上げたり。 の他，さつま芋と鶏肉の煮物などこの季節にぴっ

☆ 靴選びは毎回悩んでいたがチェッ 友だちと一緒に遊ぶと，楽しさ倍 たりなメニューの載ったお料理本もあります。
クすべき所を教えて頂いたので次回 増です！！ お待ちしていまーす。
購入する時に活用しようと思います。子どもの骨はこれから
成長し作り上げられていくと知り，体を沢山使って遊べる環

境づくりや機会づくりを心がけていこうと思います。 (IA) 「ぴっぽのたび」
刀根 里衣 作

県の事業の一つで管理栄養士さんが来られ，栄養につ いつもひとりぼっちだったカエ
いてのお話の後，大人料理からの取り出し離乳食を参加 ルのぴっぽが，夢の中の小さなひ
者で一緒に作って試食します。 つじと一緒に夢の旅に出かけるお

★ 秋の爽やかな空気を感じながら積木作りをした事が気 こんな機会めったにありませんので，ふるってご参加 話です。
持ち良かったし，とても楽しかったです。手作りの積木 下さい！ 5 月，6 月，7 月・・・と夢の旅
なので愛着がわきます。これから長く遊べたらいいなと を続けるぴっぽとひつじ。読み進めていくと，作者
思います。子どもも列車やバス の刀根里衣さんの繊細なタッチと色合いに引き込ま
など色々な乗り物を見られてと れていきます。どうぞページをめくりに来て下さい。
ても喜んでいました。楽しい時 阿蘇市からインストラクターを招いて実施します。内 本センターの本棚にもあります。
間を有難うございました。(YH) 容は「ママだけ」「お子さんと一緒に」「ベビーマッサー

★ 子どもが産まれて外で遊ぶ事がな ジ」です。日頃の疲れを心身共にとることができると思
かったし，久々に集中しました(笑) います。放れられるお子さんは職員やボランティアさん
楽しくできました。 (YT) とで託児をしますので，早めにお申込み下さい。

★ 子どもを託児してもらえたので，じっくり積木作りに集中
することができました。手作りの積木は安心だし子どもにも
たくさん遊んでもらいたいと思います。 (YS)

☆ 打楽器にとても興味を持っていました。箱などを強
高森中学校と高森高校から 12 月の家庭科の授業のお手伝い く叩くことができて楽しかった様です。(日頃ダメと言

の依頼がありました。日頃の様子を話したりお子さんを抱っ っているので)。また，息子がすぐに皆の輪に溶け込む
こさせて頂いたり。ご協力をお願いします。詳しくは後日。 ことができて嬉しかったです。 (IH)

11月の本の紹介

「さつま芋クリチサラダ」

紅葉も始まり秋の深まりを感じる頃となりまし

た。家はいよいよ温風ヒーターを出しましたが，

皆さんのお家はいかがですか？ 10 月はいつもよ

り多くの講座を実施しましたが，多数の方々にご

参加頂き嬉しく思っております。さて 11 月も外部

講師を招きながら７つの講座を実施します。どの

講座も年月齢に関係なく参加されればお得なもの

ばかりです。皆さんどうぞふるってご参加下さい。

今月の目玉講座① １１/１２(月)10:30 ～

子育てﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ の会

お 願 い

できたよー！！

すてきな積木！ １０月１９日(金)

今月の目玉講座② １１/１６(金)10:30 ～ 12:00

公園で遊ぼう！の会 於 休暇村南阿蘇

～ 落ち葉で遊ぼう！ ～

ためになったー！！

フットケアの会 １０月１６日(水)

今月の目玉講座③ １１/２６(月)10:30 ～

作って食べよう！の会

今月の目玉講座④ １１/３０(金)10:30 ～

親子ヨガ の会

のりのりー！！ １０月２４日(金)

手作りカスタもできたよ！

足の骨の構造は・・・

世界に一つの積木ができました！
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「靴の選び方」「歩く事の効用」等の 【材料】(ﾏﾌｨﾝｶｯﾌﾟ３個分・ｱﾙﾐｶｯﾌﾟ９号５個分)
お話をして頂いた後に，実際にお子さん ○製菓用米粉(上新粉でも)・・・・１カップ(100g)

平成３０年１０月１日発行 の足のサイズを測定して，適した靴のサ ○ベーキングパウダー・・・・小さじ１

イズを算出したりします。 ○アーモンドパウダー・・・60g
○砂糖(きび砂糖でも)・・・・60 ｇ

今回は，年に一度の「司書の講話」があり，会後には質 ○油・・・40g
問や雑談で賑わいました。 ○バナナ・・・１本
☆ 絵本の選び方や読み聞かせの仕方などを聞けてとても ○レモン汁・・小さじ１

勉強になりました。また機会があれば ○卵・・・・・１個
色んな話を聞きたいと思いました(AM) 秋風が気持ち良い季節になり ○かぼちゃ・・100g

☆ 今日頂いた「子どもを本好きにする ました。優しい風を感じながら， 【作り方】
10 の秘訣」を読んでみると当てはまる 積み木作りをしませんか？ ①粉とベーキングパウダーを合わせてふるっておく。
ことがあったのでホッとしました。読 お家の方が積み木作りをして ②①にｱｰﾓﾝﾄﾞﾊﾟｳﾀﾞｰ･砂糖を入れ,泡立て器でまぜる。
み聞かせの時，下の子は絵本を指さして声を出し上の子 いる間，放れられるお子さんは ③ A・B の準備をしておく。
は周りも気にせず絵本に集中しているようでした。色ん 職員やﾎﾞﾗﾝﾃｨｱさんとそばの芝 ④②に油を入れて泡立て器でまぜ，③の A か B を入
な本を読んであげたい！と改めて実感しました。 (ST) 生広場で託児をしますので，早めにお申込み下さい。 れて更に混ぜ合わせる。

☆ 絵本のある子育てについて考える機会になったので ⑤マフィンカップ(アルミカップでも)の半分位まで生
良かったです。最近，以前より絵本を読まなくなって 地を入れる。
きた気がするので，また子どものお気に入りの本を一 ⑥ 180 ℃のｵｰﾌﾞﾝ(上段)で約 13 分焼く。
緒に探してみようと思いました。 (YS)

☆ 幅広い絵本を紹介して頂いて，子どもが興味を持って 音楽に合わせて色々な打楽器の音
いることに気付かされたので，家でも色々なｼﾞｬﾝﾙの絵本 を出したり，踊ったり，簡単な楽器 「パパ１年生」
を見せたり読んだりしてあげたいと思いました。 (WA) を作って音を出したり・・・・と。 安藤 哲也 作

とっても楽しい時間です。 妊婦・出産・子育てをママと楽
親子で楽しく歌って体を動かし しくやっていくためにパパが知っ

ませんか？ ておくと良いこと。勿論ママも知
っているとお得なことも。
３５歳でパパになった著者の経

★ 同じ１歳のお誕生日のお友だちが沢山いて楽しかった 秋空の下，沢山の親子連れが南阿蘇村 験からのアドバイスがたくさん載
です。かぼちゃとバナナのマフィン、お家でやってみよ のあそ望の郷に集まりました。 っています。漫画チックに書いて
うと思いました。 (SM) ☆ 沢山のお友だちと遊べたので楽しか あるページもあり，大変読みやすくなっています。

★ 初めての誕生日を大勢の人から祝って貰 ったです。もう少し大きくなったらも
えて親としても嬉しかったです。手作りの っと楽しめるかなと思いました。よく
メッセージカードとお菓子も，自分では気 笑っていたので嬉しかったです。(AM)
持ちはあってもなかなかできないので，と ☆ 今回初めてあそ望の郷で皆さんとのびのびと遊ぶこと
ても嬉しかったです。カードは家に飾りたいと思います。(YH) ができてとても楽しかったです。お天気も良く子どもが

★ じっとして読み聞かせを聞くことはできませんでしたが， 裸足になって思いっきり遊んでいるのを見て，とても嬉
興味は示していると思いました。誕生会のマフィンは日頃食 しくなりました。お外で皆で遊ぶイベントがもっと沢山
べないカボチャを食べたのでびっくりでした。 (IH) あると嬉しいです。 (MK)

★ 先生方手作りのお菓子にかぶりつく息子の姿が衝撃 ☆ 段ﾎﾞｰﾙ草ｽｷｰが楽しかったようで，ずっとしていました。
的でした。お楽しみ会も楽しそうに参加していたので， 魚を探したり虫を探したり，外ならではの遊びを満喫で
次回の誕生会も参加したいと思います。 (IA) きて大満足でした。今夜はぐっすり寝そうです。 (TA)

10月の本の紹介

「しっとりマフィン」
(バナナか南瓜で２種)

朝晩の寒さが始まりましたね。いかがお過ごし

でしょうか？ このところ，体調をくずされてい

る話をあちこちで耳にしますが・・・。

秋の深まりと同時に，子どもたちを深めるのに

も良い季節だと思いますので，10 月 11 月と外活動

の計画も入れてあります。色々な活動にどんどん

参加されて実り多き秋にして頂ければ幸いです。

今月の目玉講座① １０/１６(火)10:30 ～

フットケア の会

おはなし会 ９月５日(水)
今月の目玉講座② １０/１９(金)10:00 ～ 12:00

公園で遊ぼう！の会

～ 積み木を作ろう ～

7・８ ・９月生まれのお友だち

お誕生日，おめでとう！
９月１２日(水)

今月の目玉講座③ １０/２４(水)10:30 ～

リズムにのって遊ぼう！ の会

A

B

フォークで荒つぶしし，
レモン汁をかけておく

卵を割りほぐし，かぼちゃ
は 1cm 角のサイコロに切り
３分間レンジにかけておく

他町村の方々との交流会 ９月 28 日(金)

「ﾊﾟﾊﾟお月さまとって」

おめでとう！

段ボール草スキー


