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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
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今回は７･８･９月生まれのお友だちの誕生日をお祝い 【材料】(大人２人・赤ちゃん 1 人分)
します。少しでも多くの人でお祝いできますよう，お誕 ○魚(白身でも赤身でも)・・・・３切れ

平成３０年９月１日発行 生日でない方々のご参加もお待ちしています。 ○干ししいたけ(スライスしたもの)・・・・８ｇ

○水・・・・２００ cc
○長ネギ(斜め薄切り)・・・・１／２本
○えのき茸(石づきを取り半分に切る)・・・１ P
○ごま油・・・・小さじ１

先日，上記のテーマの研修会に行ってきましたので，内 このイベントも今回で３回目となります。いつも出会え ○ だし汁・・・大さじ３
容を簡単にまとめてみました。(興味のある方はお尋ね下さい) ない方々との出会いがあり，一緒に遊んだりお喋りしたり。 しょうゆ・・・大さじ１・1/2
①食べることで「アレルギー」は起こしにくくなる。 毎回好評を得ております。今年も多数ご参加頂ける事を願 みりん・・・大さじ１
②湿疹があると食物アレルギーになりやすい。(皮膚は っています。 砂糖・・・・小さじ２

ｱﾚﾙｹﾞﾝが体内に侵入するのを防ぐ働きをしているが) 場所：あそ望の郷 ○水溶き片栗粉(粉：小さじ1，水：大さじ１)
③食物アレルギーは皮膚から獲得する。 (雨天時はわくわく広場) 【作り方】
④生後間もなくから保湿剤を使用すると，ｱﾄﾋﾟｰ性皮膚 準備物：弁当・水筒・必要な ①干ししいたけを分量の水で戻し，戻し汁は取っておく。

炎発症が抑制できる。(しっかり泡立てた洗浄剤で皮 方は着替え など ② A を合わせ，水溶き片栗粉を作っておく。
膚表面の汚れを落とし，保湿剤を塗る。) その他：本町の社会福祉協議 ③フライパンにごま油を熱して長ネギを炒める。長

⑤ステロイドは，少しでも早い時期に使用して皮膚の 会よりマイクロバスを出して頂けるので，できるだけ皆 ネギがしんなりしてきたら，えのき茸を加えて更
炎症を治療すれば副作用はほぼない。 さんご一緒に行き来できると楽しいだろうと考えていま に炒め，A と①のもどし汁を加えてえのき茸がし

⑥離乳食を取り始めたら，なるべく多くの食材(ｱﾚﾙｷﾞｰ発 す。ご利用は自由ですので，お申込の際にマイクロバス んなりするまで煮詰める。
症数の多い特定原材料も含めて)を取った方が良い。 利用か自家用車使用かをお伝え下さい。 ④火を止めて水溶き片栗粉を回し入れてとろみをつ

⑦低年齢発症の食物アレルギーは治る可能性が高い。 け，再び火を付けて煮立つ前に火を止める。

★ 2 人目でなかなかゆっくり向き
合ってふれあう時間がとれない 「ぼく，おつきさまがほしいんだ」
ので，楽しい時間を過ごすこと ジョナサン・エメット 文

☆ 今日も色々なお話を聞く事が ができました。家でも時間をみ ヴァネッサ・キャバン 絵
できてとても楽しかったです。 つけて少しでもマッサージをし モグラは，お月さまを自分の物に
合間に身近にある物でできる手 てあげたいと思います。 (AM) したくてたまりません。でも周りの
遊びを教えてもらえるので，そ ★ 楽しかったです。お風呂上がり 動物たちに「お月さまを取るなんて
れがとても為になります。次回 にマッサージをしてあげたいです。 (KY) できっこないよ」と言われても，あ
もどんなお話を聞けるのか楽し ★ 楽しそうだったので家でもマッサージしてみます。 (AM) きらめられず・・・
みにしています。 (YH) ★ 軟膏塗りを嫌がるので，ベビーマッサージの方法で試したい

☆ 娘の大好きな動物が出てくる と思います。 (NA)
本をたくさん読んでもらえて良
かったです。お話の合間にもハ
ンカチ遊びや歌も入っていて， ☆ 久しぶりに参加させていただきまし
子どもがあきない工夫がしてあ たが，だんだんと成長した子どもの姿
って助かります。 (YS) が見られて嬉しいです。 (AM)

☆ 今までは絵本に全く興味を示 ☆ 前回参加した時よりも声を出して喜ん
さなかったけど，今日は少しで だり笑顔が出たりと，子どもの成長が感
はあるがちゃんと聞いている時 じられ嬉しかったです。また次回どんな
もあり嬉しかったです。 (IH) 反応をするのか今から楽しみです。 (YH)

９月の本の紹介

秋の香りいっぱい！

「魚のきのこｿｰｽかけ」

わらべうたで遊ぼうの会 ８月 27 日(月)
さすが高森ですね～ お盆が過ぎると朝晩は涼

しくなってきました。でも日中はまだまだ 30 ℃を

超す暑さが続いています。どうぞご自愛下さい。

さて，夏の国民的大移動も落ち着きました。秋

を満喫して頂こうと９月 10 月は屋外での活動も色

々と企画しています。爽やかな風を感じつつ高森

の秋を一緒に楽しみましょう！！

こ
の
他
、
お
好

き
な
き
の
こ
で

ど
う
ぞ
～

今月の目玉講座① ９/１２(水)10:30 ～

７･８･９月生まれの 誕生会！

ﾍﾞﾋﾞｰﾏｯｻｰｼﾞの会 ８月 24 日(金)

おはなし会 ８月８日(水)

今月の目玉講座② ９/２８(金)10:00 ～ 15:00

他町村の方々との交流会！
赤ちゃんからできるｽｷﾝｹｱ

と食物アレルギー

「おひさま あはは」

♪おすわりやーす

※ 素人判断ではなく必ず専門医師の指導を仰ぐ。

A
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☆ 新しいわらべうたでも遊ぶ事ができ楽しかったです。
初めて縄に触った時の表情が面白かったです。 (YH)

☆ 初めてでしたけどニコニコ楽しそうにしていて，最 【材料】(４個分)
後は寝てくれたので良かったです。 (SA) ○かぼちゃ・・・1/4 カット

平成３０年８月１日発行 ☆ 適度に体を動かしいい運動になりました。どんどん ○豆乳・・・・・約 200cc
橋が楽しかった様です。 (TA) ○砂糖・・・・大さじ１・1/2

☆ 初めて参加しました。子どもとじっくり向き合って ○卵・・・・・１個
☆ 家でもﾎﾞｰﾙでよく遊んでいましたが，ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ遊びなどひと 一緒に遊ぶ時間をもっと作らなければと思っていたの 【作り方】
工夫した遊びを今日とても楽しんでいたの で，とても良い時間でした。また参加したいです。(YS) ① かぼちゃの皮を切り取り，小さめに切って耐熱
で，家でもやってみようと思います。 (IA) 皿に入れ，少量の水を振りかけラップをしてレン

☆ とっても綺麗でステキな保育園を見学さ ジ 600w で約４分間チンする。
せて頂き有難うございました。梅雨時工夫 ★ 去年も参加しましたが，また違った救急隊員の方が来 ② ①をﾎﾞｳﾙに移し，豆乳を混ぜ合わせながつぶす。
次第で室内でも楽しく過ごせるんだと勉強 られていたので違う話が聞けて良かったです。車輌見学 ③ ②をこし器で裏ごしして滑らかにする。
になりました。息子もとっても楽しそうで良かったです。(AM) もさせてもらえたのでとても充実していました。 (YS) ④ ③に砂糖を少しずつ加えて味を調整する。(かぼ

☆ 初めて色見総合ｾﾝﾀｰに来ましたが，木のぬくもりがある建 ★ 今回初めて参加させて頂きましたが，救急救命士さん ちゃの甘味により)
物でﾎｰﾙは広々としていて開放感があってとても良かったで のお話がとても上手でためになりました。子どもが大好 ⑤ 溶いた卵を④に入れてかき混ぜる。
す。広さを生かしたダイナミックな遊びもでき，子どもも きな救急車と消防車を近くで見ることができて，子ども ⑥ ⑤を器に流し入れ，ﾚﾝｼﾞ 600 ｗで約１～２分間。
新鮮で楽しそうでした。 (YH) がとても楽しんでいました。 (MK) ※ 固まれば完成！！ 熱々でも冷やしても美味し

☆ 汗だくになり走り回る姿を見ると，大雨の中来て正解でし ★ 講習会に参加してとてもためになると共に改めてかけ い！！
た。下の子は歩けるようになり，自分の行きたい方へ進ん がえのない命を育てているのだという責任を感じた。い ※ お好みで生クリームやフルーツを飾っても。
で行く姿を見ると成長している！と嬉しくなりました。上 ざという時我が子を守るために動くことができるように，
の子も自分なりに自由に遊べて幸せそうでした。 (ST) 今回教えて頂いたことを忘れないようにしたい。 (IA)

☆ 今回初めての参加でしたが，いつもと違う場所で広々と ★ 何より予防が大事なんだなあと改めて思いました。

した所で思いっきり遊ぶ事ができてとても楽しかったです。 ポンプ車・救急車に乗せてもらえて放水まで見られて 「０歳の赤ちゃんの
色見保育園も見学できて良かったです。 (MK) 感動してしまいました。とっても嬉しかったようです。 気持ちがわかる本」

☆梅雨の真っ最中，広い室内で思いっきり遊ばせてられたの 水遊びも満喫していました。 (TA) 日本赤ちゃん学会理事長
で良かったです。色見保育園の中も見させてもらえたので ★ 子どもと生活する上で注意が必要な点を再確認でき 小西 行郎 監修
参考になりました。雨の続く時期の他，寒い時期にもこの た。地域に今日来られたような救急救命士さんや消防 Q 抱っこをすると身をよじってエ
ような会を企画して貰えたらと思います。 (YS) 士さんがいて下さって心強く感じました。 (IH) ビぞりに。抱っこがいやなので

しょうか？
A 体を伸ばす力が付き，無意識に

★ ハンカチでの手遊びを教えて頂いた ☆ 生後 2 週間から何才までもできるマッサージという 動いているだけです。しっかり抱っこしてあげましょ
ので長距離移動の時などやってみようと 事でこれから使わせて貰います。 (TS 妊婦さん) う。 その他にも疑問に思う何げない動きや反応の仕
思います。親子で笑顔になれて良か ☆ 本日初めて参加しました。なかなか来られませんが 方について，さし絵付きで詳しく説明してあります。
ったです。 (SA) 来られる時は来て一緒に体操・ﾍﾞﾋﾞｰﾏｯｻｰｼﾞをしようと

★ 動けるようになって，じっとして見る 思います。またツボの場所など色々とためになる事が
ことはできなかったけど，布遊びでは 聞けて良かったです。 (SH ﾊﾟﾊﾟ)

自分で「いないいないばあ」をしたり楽しそうでした。 (IK)
★ 絵本に興味を持つようになったので参加するのが楽しみ
になりました。 (SM)

★ 今の季節に合った話ばかりで大人でも楽しめました。紙芝居や伸 ７月３日(火)～５日(木)の３日間，高森
びる列車の絵本など珍しい本もあり興味深かったです。 (YH) 中学校 1 年生の３名が職場体験学習で本ｾﾝﾀｰを訪れました。

★ 夏らしいお話を沢山聞けて良かったです。毎回私自身も「こんな 賛同してご来館頂き，生徒さんにお子さんを遊んで貰った
絵本があるのか」ととても参考になります。 (YS) り，色んな話をして下さった方々，有難うございました。

８月の本の紹介

レンジでチン！

「かぼちゃﾌﾟﾘﾝ」
わらべうたで遊ぼうの会 7 月 18 日(水)

今年の夏はどこも厳しいですね。この高森でも

熱中症を心配しなければならない程ですものね～

今月は夏休みでもありお里帰りなどでお忙しい

だろうと定例の講座しか入れていません。冷房を

入れてありますので自由にご来館下さり，涼んで

下さい。晴天の日は，本センターの裏庭でプール

に水を溜めてお待ちしています。

体育館で遊ぼう！の会 ７月６日(金)

お 礼

ﾍﾞﾋﾞｰﾏｯｻｰｼﾞの会 ７月 27 日(金)

公園で遊ぼう！の会 ７月 20 日(金)

おはなし会 ７月 11 日(水)

あんよを回して 1･2･1･2

段ﾎﾞｰﾙﾊﾞｽや車に乗って
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梅雨時に室内でばかりで過ごさなければならなくて， 【材料】(４人分)
鬱積したものを吹き飛ばそうと毎年行っている会です。 ○なす・・・１本

平成３０年７月１日発行 本センターではできない色々な遊び道具も準備します ○玉ねぎ・・・1/2 個
し，広い所を走り回るだけでも楽しめると思いますよ。 ○トリ肉・・・80 ｇ

５年程前に県産木材で造られた色見保育園の見学もで ○しめじ・・・1/4 ﾊﾟｯｸ
きます。どしどしご参加下さい！ ○ﾏｶﾛﾆ・・・50 ｇ

☆ 段ﾎﾞｰﾙや缶など身近な物で楽器が簡単に造れて楽し ○ﾊﾞﾀｰ・・・30g
く遊べるので自宅でも造って遊 ○小麦粉・・大さじ３ ○ｺﾝｿﾒ・・・２個
んでみたいと思いました。年の ○豆乳・・・600cc ○塩・こしょう・・少々
近いお友だちがいたのでいつも ○ﾐﾆﾄﾏﾄ，ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ，とろけるﾁｰｽﾞ，ﾊﾟﾝ粉・・・適量
より楽しそうな感じがしました。 毎年この時期に「応急手当講習会」と「プール遊び」 【作り方】

(TA) を実施する会です。南阿蘇の消防署より救急救命士さん ① ﾏｶﾛﾆを茹でる。(規定の茹で時間より短く)
☆ 家でよく聴く曲だったので子ど を招いて，乳幼児の水難事故や誤飲・急病などの対処法 ② なすは２ cm 角，玉ねぎは千切り，トリ肉は一
ももﾘｽﾞﾑ良くﾊﾟﾁﾊﾟﾁする姿や笑顔にこちらも元気になりま 等を学びます。ポンプ車や救急車も来るかもしれません。 口大に切り，しめじはほぐす。
した。お友だち皆と一緒にすることも，いつもと違って良い その後に，本センターではできない広い芝生に水を溜 ③ 鍋を熱しﾊﾞﾀｰでﾄﾘ肉・玉ﾈｷﾞを炒め，しんなりし
なと思いました。次回も楽しみです。 (ST) めたビニルプールを置いて遊びます。 てきたらナス・しめじも入れて炒める。

☆ 歌を歌っていると９ヵ月の娘も「あー」「うー」と声を 水遊びはお家でもできますが，お友だち ④ ③の鍋の火を止め小麦粉を加えて弱火で小麦粉
出して一緒に楽しんでいるようでした。音が鳴る玩具も と一緒にすると又違った楽しさがあるよう の粉っぽさがなくなるまで炒める。
フリフリ振って楽しそうでした。たたいたり振ったり色 ですよ。 ⑤ ④に豆乳を少しずつ加えてｺﾝｿﾒも入れとろみが
んなことを感じて音を聞いて楽しめる時間でした。 (IK) 出てきたらﾏｶﾛﾆも入れ塩こしょうする。

☆ ８ヵ月の子どもも自分で音を出せて嬉しそうでした。次 ⑥ ｸﾞﾗﾀﾝ皿の内側に別量のﾊﾞﾀｰを塗り⑤を入れ，上
はどんな楽器で遊べるのか楽しみにしています。 (YH) にﾐﾆﾄﾏﾄ・茹でたﾌﾞﾛｯｺﾘｰを飾りﾁｰｽﾞをちらす。

◎ ７月３日(火)～５日(木)の３日間，高森中学校 1 年 ⑦ ｵｰﾌﾞﾝﾄｰｽﾀｰ等で焼き色が付けば完成！
生の３名が職場体験学習で本センターを訪れます。
お時間が許される方は，ご来館頂き生徒さんにお子さ

★ 読み聞かせの合間に優し んを遊んで貰ったり，色んな話をしてあげて下さい。
く歌って下さったりふれあ 宜しくお願いします。 「おさんぽ おさんぽ」
い遊びをしたりして嬉しそ ◎ ７月３１日(火)～８月３日(金)の住民健診時，会場 ひろの たかこ 作
うにしていたので，家でも での託児をすることになりました。健診時の託児を希 青い長靴をはいてお散歩している
今日のような穏やかな時間 望される方は，本ｾﾝﾀｰまで事前にお申し込み下さい。 と，ダンゴムシさんやアリさん，カ
を作ってあげるようにしよ タツムリさん，カエルさん等色々な
うと思いました。 (IA) 生き物に出会ったり，水たまりで遊

★ カエルや虹のお話で季節感があってとても面白かった ★ いつの間にか歩けるようになり， んだり，雨を楽しんでいる子の様子
です！ (KM) できることが色々増えて嬉しいよう が沢山描かれています。

★ 子ども達がたくさんいて良い刺激 な寂しいような・・・。それでもや
になったように思います。梅雨に入 っぱり誕生日ﾊﾟｰﾃｨｰは嬉しいです。
り雨で外で遊べない日が多いので， お兄ちゃんも歌が上手になり次回の
たくさん絵本を読んでも らえて良 誕生会も楽しみです。ちんすこう作
かったです。 (YS) ってみたいと思います。 (ST)

★ 季節にあった絵本を読むと，更に ★ 2 ヵ月の参加でした。お誕生おめでとう！という気持
その季節を楽しむ事ができるなと思いました。カタツムリの ちになりました。ちんすこうも作ってみます。美味しか
折り紙，すごく参考になりました。家でも折ります！ (TA) ったです。ステキなﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄも有難うございました。(OY)

７月の本の紹介

ﾅｽ嫌いの子どももだまされる

「ナスの豆乳グラタン」

6 月は，天候その他の都合で講座実施日を変更す

ることになりましたが，皆さん，快く対処して頂

き有難うございました。梅雨明けまではまだまだ

２･３週間かかるかもしれませんが，色々な活動を

一緒にして吹き飛ばしましょう！

今月の目玉講座① ７/６(金)10:00 ～

体育館で遊ぼう！の会

ﾘｽﾞﾑにのって遊ぼう！の会 ６月６日(水)

今月の目玉講座② ７/２０(金)10:00 ～

公園で遊ぼう！の会

４･５･６月生まれの誕生会６月 26 日(火)

お 知 ら せ

おはなし会 ６月 12 日(火)

「たべたのだあれ」を紙皿ｼｱﾀｰで

ｼﾞｮｰｾﾞｯﾄで ♪上から下から


