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おはなしをを聞いたり歌ったりした後に，皆で軽食を 【材料】 （2 人分）
食べながらお祝いをしましょう！ お祝いされる方もす ○春キャベツ・・・・・４枚

平成３１年３月１日発行 る方も沢山集まると話もはずんで楽しいですよ～ ○ベーコン・・・・・・２枚
○オリーブオイル・・小さじ１
○こしょう・・・・・少々
○オーロラソース用

マヨネーズ･ケチャップ・・・各大さじ１
☆ お友だちと一緒になってワイワ ★ 砂糖を使わずﾊﾞﾅﾅの甘みだけで ※ この他，アスパラガスやいんげん，スナップえ
イ豆まきをすると，やっぱり楽し 十分だと思いました。米粉を小麦 んどう等，色々な野菜でも OK ですよ－。
いなと思いました。クッキーは何 粉やそば粉等に変えたり，ほうれ 【作り方】
枚食べた？というぐらい・・・。 ん草の代わりに人参を入れてみた ① クッキングシートにキャベツとベーコンを食べやすい
美味しかったので家でも試してみ り色 ｱ々ﾚﾝｼﾞできるので，家でも色 大きさにちぎって乗せる。
ようと思います。 (ST) 色と試してみようと思います。最 ② ①の上からオリーブオイルとこしょうをかける。

☆ 節分に関する本を読んでもらえ 近，砂糖を摂る量が増えてきたの ③ クッキングシートで包み，600w の電子レンジで
て良かったです。娘は特に大豆クッキーが気に入ったようで で，今日は食を見直すきっかけになりました。 (TA) ２分間加熱する。
大喜びでした。 (YS) ★ 子どもを託児してもらいながら調理できたので助かりまし ④ 包みを開きオーロラソースをかける。

☆ オニに関する本は子どもがとてもじーっと見ていまし た。子どもも広いお座敷を歩き回れて楽しそうでした。ﾊﾟﾝｹ
た。「おにのパンツ」の方は楽しそうに歌に合わせて歌っ ｰｷもとても美味しくて子どもも大人もおかわりして食べてし
ていました。クッキーは美味しくて子どもは６枚も食べ まいました。楽しい時間を有難うございました。 (YH)
てしまいました。 (MK) ★ おやつの役割がよく分かりました。子どもも美味しかった 「どのはな いちばん すきなはな？」

☆ とっても楽しそうにオニの折り紙に向かって豆まきを みたいでﾊﾟｸﾊﾟｸ食べました。家でｱﾚﾝｼﾞしてみたいです。(AE) いしげ まりこ 文
していました。袋に入っている大豆だったので口に入る ★ 野菜や果物を使ったおやつのﾚｼﾋﾟを教えて貰い，家 わきさか かつじ 絵
心配もなく安心でした。大豆のクッキーも優しい味でと でももっと手作りのおやつを作ってあげようと思いま 色んな形，色とりどりの花が沢山
っても美味しかったです。何度もおかわりをしていまし した。他のお母さん方と沢山お喋りしながら作れたの 描かれています。
た。季節の行事を行う事っていいですね。 (TA) も楽しかったです。 (YS) あなたは，どの花が一番好きです

☆ 最初は豆まきを怖がってしなかったけど後からできま ★ 先生に色々と食生活の相談もさせて頂き，とても充 か？
した。季節の行事にたくさん参加したいと思いました。 実した時間になりました。子どもは沢山遊んで沢山食
大豆クッキーすごく美味しかったです。 (SA) べさせて頂き，子どもにとっても良い一日になったよ

うです。美味しいご飯を沢山作ってあげようと改めて
思いました。 (ST) 今月の「わらべうたﾍﾞﾋﾞｰﾏｯｻｰｼﾞの会」は先生の出

★ 米粉を使ったらもっちりした感じでとても美味しか 産が早まったため中止となりました。４月からはま
ったです。家でも是非子ども達と作ってみんなで食べ た始まります。

★ おはなし会で初めて目にする絵本 たいです。 (OY)
があり，それをとても気に入る事が
多い我が子。私が選ぶ本とはまた違
ったｼﾞｬﾝﾙの本と出会うのでとても良 ☆ 足のことについて深く考えたことがなかったので，とても重
い機会だなと改めて思いました。(IA) 要でもっと関心を持たなければと思いました。爪を切る時も今

★ 乗り物の絵本には 4 人の男の子た 日学んだことを実践したいと思いました。 (IH)
ち皆でくいついているのにはちょっと笑ってしまいました。(IH) ☆ 靴選びが成長に大きく影響することが分かった。 (AH)

★ 今朝, 雪が積もっていておはなし会で雪の結晶のおはな ☆ 今までは，つま先が少し空いているというだけで靴を
しを読んで貰って，一気に雪への関心が高まったと思い 選んでいたが，かかとが柔らかすぎず丈夫な物など注意
ます。季節のおはなしはいいですね。 (TA) することが沢山あり，とても勉強になりました。 (KR)

３月の本の紹介

「春キャベツの温サラダ」

楽しかったー！作って遊んで， ２月４日(月)

オニさんと友だちになろう！の会

「よこなが きしゃぽっぽ」

わーい！ 長ーい！ ２月１３日(水)

お は な し 会

今月の目玉講座① ３/１９(火)10:30 ～ 12:00

１･２･３月生まれの誕生会

簡単，美味しー！ ２月６日(水)

作って食べよう！の会

なるほど～！フットケアの会 ２月１９日(火) あちこちに色とりどりの花を見つけること
ができるようになりましたが，卒園や入園，
入学，転勤など慌ただし時期になりましたね。
別れは寂しいですが，いつでも遊びに来て下
さいね。また皆さん，季節の変わり目でもあ
り体調をこわされませんように。

福は内！ オニも内！

お 詫 び

和気藹々
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立春の前日の「節分＝豆まき」。今年は２/３日(日)が節分 【材料】
のようですが丁度日曜日なので翌日の４日(月)にこの会を ○節分豆(大豆)・・・５０～６０ｇ

平成３１年２月１日発行 計画しました。自分の中にいる「オニ」を追い出し楽しい ○酒・・・・・・・・大さじ１
毎日を過ごせるよう「豆まき」の豆入れを一緒に作り「豆 ○みりん・・・・・・・大さじ１

まき」を一緒にしましょう！そして良いｵﾆとは友だちに！ ○めんつゆ(３倍濃縮)・・・・大さじ１
○砂糖・・・・・・・小さじ１
○青のり・・・・・大さじ１位

☆ 久しぶりに参加しましたが，他の子
どもたちとも遊べて楽しそうでした。 県から派遣の栄養士さんのご指導による「作って食べよ 【作り方】
ｶﾙﾀ探しを上手にしていて“そんなに う！の会」第 2 弾は，「米粉を使ったおやつ」です。 ① 小鍋に豆以外の調味料を全部入れ，中火にかける。
ちゃんと探せるんだ”と発見と嬉しさ オーソドックスなものに果物や野菜を混ぜ込んだり，ソ ② ①が沸騰してきたら弱火にし，豆を加えて水分がなく
がありました。 (HK) ースにしてかけたりして頂く「パンケーキ」だそうです。 なるまで煮込む。(ずっと菜箸でかき混ぜておく)

☆ 福笑いやｶﾙﾀ探し，コマ作りなど季節に 興味のあられる方は，どうぞご参加下さい。メニュー以外 ③ ②に青のりを振り入れるとできあがり。
合った遊びが出来て良かったです。子どものつくるお福さん の質問にも答えて下さいます。事前に頂けると嬉しいです。
がとても可愛かったです。ぜんざいは甘さ控え目でとても美 ※ 青のりの代わりにちりめん
味しかったです。お餅のあられもとても美味しく手軽に作れ でもあいますよー！
そうなので帰って早速おやつに作ってみます。 (TA) ※ 又，乾いた大豆ではなく水煮

大変好評な講座なので今年は２回目を計画しました。 大豆でも OK ですよ！
会場は高森総合センターの和室です。「初めての靴の選び

★ 季節のお話をたくさん読んでもらえて良かったです。体を 方」や「正しい歩き方が今後の成長にどんな影響を及ぼ
動かす遊びもあり娘もすごく楽しそうでした。大人も楽しめ すか」等の興味深い話が聞けます。
ました。 (YS)

★ 「でんしゃでいこう でんしゃ 「プレジデント Baby」
でかえろう」の絵本は好きで家で プレジデント社
もよく読んでいるのですが，大型 「集中する習慣」の育み方。「約
絵本は初めて見てびっくりして嬉 12 月に実施した「中・高校生と遊ぼう！の会」に参加 束を守る習慣」の育み方や「オスス
しそうでした。普通サイズの絵本 した保護者の方々の感想を 1 月号に載せましたが，今月 メの本や玩具」。
とは違って迫力があり，とってもいいですね。 (TA) は生徒さんたちの感想をご紹介します。 その他「仕上げ磨き(歯)の重点箇

★ 今日は，気になるお話では絵本に手を伸ばしたり声を上げ ★ 子育てする上で大変な事や気を付けるべき事があるの 所」「全ての赤ちゃんに『睡眠とか
たりしていたので成長が見られてとても嬉しかったです(YH) で頑張らないといけないのだと分かりました。子どもが らだ遊び』が大事な理由」「離乳食&

出来たら良いパパになるよう頑張ります。 幼児食の完食レシピ」等々，大変興
★ 抱っこさせてもらった時は想像以上に重くて少し不安だっ 味深い内容が盛りだくさんです。本センターにもあ

☆ 普段こんな大きな紙に思いっき たけど，その子がギュッて掴んでく ります。ページをめくりに来ませんか？
り描ける事がないので子どももと れてやっぱり可愛いなと思いました
ても楽しそうにいっぱい描いてい ☆ とても緊張していて赤ちゃん達
ました。 (MK) とあまり触れ合うことができなか

☆ 最初は小さく描いていたのがだん ったけど，だんだん慣れてくれて
だん大きく描いていけてました。貴 手や足を触ったらプニプニしてい
重な体験を有難うございました。(SA) てとても可愛かったです。

☆ こんな大きな紙に描くなんて家ではできないことなので， ☆ 育児についてぼやっとしか知らなかったけど，保護
とても良い機会となりました。全身を使ってのびのびと線を 者の方々が質問に詳しく答えてくれ，少し身近に感じ
描いていた息子がとても印象的でした。 (IA) る事ができました。

２月の本の紹介

「節分豆で，
ほんのり甘い青のり豆」

今月の目玉講座② ２/６(水)10:30 ～ 12:00

作って食べよう！の会 第2弾！

楽しかったー！ １月 ９日(水)

お正月遊びをしよう！の会

12/10(月)･14(金)･17(月)

中･高校生と遊ぼう！の会

今月の目玉講座① ２/４(月)10:30 ～ 11:30

オニさんと友だちになろう！の会

おおっ迫力！ おはなし会 １月１６日(水)

今月の目玉講座③ ２/１９(火)10:30 ～

フットケア の会

永遠の名作「てぶくろ」に聞き入る

びゅーん！思いっきり描こう！の会１月23 日(水)

今のところ今年は暖冬のようですが，イン
フルエンザが全国的に猛威をふるっているよ
うですね。皆さんいかがお過ごしですか？
今月も皆さんに楽しんで頂けるような講座を
企画していますのでどんどんご参加下さい。

あったよー！
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日本には昔から遊びつがれた沢山の遊びがありますが， 【材料】(簡単お雑煮 大人 4 名＋赤ちゃん 1 名分)
０～３才でも出来るような遊びを考えています。 ○鶏ささ身(1.5cm 幅のそぎ切り)・・・２本

平成３１年１月１日発行 簡単に作れる物は一緒に作って遊 ○片栗粉・・・・・・適宜
んで楽しみましょう。そしてたくさ ○しめじ(石づきを取って小房に分ける)・・1/2 ﾊﾟｯｸ

ん遊んだ後には「鏡開き」。「甘さ控 ○出汁・・・・・・800cc
えめのぜんざい」を用意しますので， ○酒・・・・・・・大さじ１
小豆のあるなし，お餅のあるなし， ○薄口しょう油・・・大さじ１

☆ たくさんのお友だちが参加してい お餅の大小，それぞれのご要望にお ○塩・・・・・・・少々
たので，皆にお誕生日をお祝いして 応えして配膳します。今年初めての ○かまぼこ(薄くｽﾗｲｽ)・・・４ cm
もらえて良かったです。軽食で出し 講座を一緒に楽しみましょう！ ○餅(焼くか煮る)・・・・４個
て頂いたケーキもおいしくて娘がバ 【作り方】
クバク食べていました。家でも作っ ① ささ身は片栗粉をまぶして，余分な粉ははたく。
てみようと思います。 (YS) ② 鍋に出汁と酒を入れて中火にかけ，沸騰直前に①とし

☆ １才の誕生日の良い思い出になり めじを加えてひと煮立ちさせる。弱火にし薄口しょう油
ました。パウンドケーキはほうれん ☆ 工夫された手作りおもちゃに息子もとても喜んでい と塩で味を調え，かまぼこを加えて 2 ～ 3 分煮る。お椀

草の方も人参もぱくぱく食べていたのが嬉しかったで ました。中学生くらいの子と関わる機会はほぼないの に小松菜と共に盛りつける。
す。手作りのパンダのカードがかわいかったです。(AM) で，お兄ちゃんに抱っこされて少し照れながらも嬉し →ｶﾐｶﾐ期：出汁でのばし，お粥にかける。小松菜･

☆ 初めてお誕生会に参加させてもらいました。子ども そうな表情を浮かべている息子が印象的でした。 (IA) しめじは刻み､ささ身は粗くほぐす。
が手遊び歌で楽しそうにしていたのでお家でもしよう ☆ 子どももですが私自身も中学生とお話する機会がなかっ →完了期：出汁でのばし，短く切ったうどんや軟
と思います。 (MK) たので，とても良い機会になり 飯を入れて少し煮込む。他の具材は食

ました。子どもも楽しそうで支 べやすい大きさに切って加える。
援センターにも遊びに来てもら →大人：椀に餅を入れて②を注ぎ，具をのせる。
えると嬉しいです。 (ST) ※ その他「栗きんとん」や「紅白なます」等も調

☆ 子ども達もお兄ちゃんお姉ち 味料を加える前に取り分けて少量の調味料を加え
★ 子どもを見ていただいていたので，久しぶりに集中して物 ゃんたちと沢山遊べて最初は緊 れば，乳幼児食になりますよ。

作りができてとても楽しかったです。他のお母さんたちとも 張している様でしたが楽しめて
お話ししながらできてとても気分転換になりました。 (WA) いたので良かったです。生徒さん達も少しでも子育てに

★ Xmas 飾りの素材は，とても素敵な物を用意して頂い ついて勉強になったのなら良かったと思います。 (KY)
てとってもステキな Xmas 用リースが出来ました。何 ★ 高校生が戸惑いながらも優しく子どもに接してくれて 「もいもい」 市原 淳 作
か物を作る時って集中しなきゃいけなくて普段なかな 嬉しかったです。息子も恥ずかしがりながらも楽しんで これらの絵と「もいもい」「もー
か出来ないので参加出来てとても良かったです。(MK) いたようです。お兄さんお姉さんに興味津々でした。(IH) いもーい」「まいまい」などの大人

★ 久しぶりに夢中になりました。楽しかったです。子ど ★ 高校生に抱っこひも体験を からすれば理解しにくい言葉が出て
もをみてもらえてい してもらった時の表情が印象 くる「赤ちゃんのための絵本」です。
るので，安心して作 的でした。みんなにかわいい とにかく殆どのお子さんが釘付け
業が出来ました。後， と言ってもらえて嬉しかった になること請け合いです。
子どもと一緒に松ぼ です。 (OY)
っくりでクリスマス ★ 沢山のお兄さんお姉さんと
ツリーを作れて記念 触れ合う事ができ子どもにと
になりました。今の っても良い機会になりました。
時期にぴったりなの いっぱい遊んで抱っこしてもらえて嬉しかったです。 (YH)
で帰って家に飾りま ★ 高校生と遊んで歌まで歌ってもらって真剣にみつめて
す！ (TA) いたのが印象的でした。 (AM)

１月の本の紹介

「お節料理 色々」
からの乳幼児食

２０１８年もいよいよ押しせまってきました。今の

ところ割と暖冬のようですが，年末年始はどうでしょ

うか？ ２０１９年も更に皆さんが活用し易い「子育

て支援センター」を目指して努力をしていきます。ど

うぞ宜しくお願いします。良いお年をお迎え下さい。

Happy birthday! １２月 ５日(水)

10･11･12月生まれのお友だち

楽しかった！面白かった！ 12/10･14･17

中･高校生と遊ぼう！の会

今月の目玉講座① １/９(水)10:30 ～ 11:30

お正月遊びをしよう！ の会

なかなかいい！！ １２月７日(金)

Xmas飾りができたよ！


