2018年

9月

1日

大東子育て支援センター（あおぞら保育園内）
Tel（０８５４）４３－３１２９
（０８５４）４３－９５００
Fax（０８５４）４３－９５０５

活 動 内 容
日にち 曜 日
幡屋サロン「ぽかぽかひろば」
1
月
久野サロン「よちよち」
6
土

場 所
幡屋交流センター

時

11

木

ちびっこお楽しみ会

元久野幼稚園
大東地域交流センター

11

木

佐世サロン「ぽっぽ」

佐世交流センター

12

金

子育てサロン「うしお」

23

火

9：30～11：30

海潮交流センター
市育児相談
大東地域交流センター
※１0月は子育て教室、赤ちゃん教室、地域サークルはありません。

活 動 内 容
日にち 曜 日
幡屋サロン「ぽかぽかひろば」
5
月
子育て教室『おいもパーティー』（要予約）
7
水
木

佐世サロン「ぽっぽ」

佐世交流センター
海潮交流センター
元久野幼稚園

9

金

子育てサロン「うしお」

10

土

久野サロン「よちよち」

14

水

赤ちゃん教室『秋のお散歩・離乳食試食』（要予約） あおぞら保育園

15

木

佐世サークル

16

金

大東サークル

24

土

人形劇団プーク公演「１ぱつ９のごうけつハンス

27

火

市育児相談

*子育てサロン*

9：30～11：00

場 所
幡屋交流センター
あおぞら保育園

8

間

時

間

9：30～11：30

佐世交流センター
大東地域交流センター
他」 古代鉄歌謡館

10時開演

大東地域交流センター

「木馬」

9：30～11：00

*地域サークル・サロン*

開放型の遊びスペースです。木や布の

支援センターから各地域に、おもちゃや絵本を

おもちゃがたくさんあります。

持って行きます。在宅のお子様とご家族の方、
誰が来てもかまいません。地域の方との交流の
場です。一緒に遊びましょう。

毎週火・木曜日

第２金曜…海潮

9:30～12:00

第３金曜…大東

大東地域福祉センター
おおぎ内

第３木曜…佐世

「ぽかぽかひろば」「よちよち」「ぽっぽ」は
地域の方々で運営されています。

*子育て相談*
「保育園って、どんな所かな？」 「同じ年の子どもと遊んでみたいな」

*保育園 地域開放デー*
各保育園では開放デーを設けています。ぜひ遊びに行ってみてください。

☆大東保育園（43-6132）……･…毎週水曜日 給食の予約／前日16時まで
☆かもめ保育園（43－5028）……毎週金曜日 給食の予約／前日16時まで
☆あおぞら保育園（43－3129）…毎日 給食の予約（金曜）／当日9時まで
詳細は、各保育園にお問い合わせください。

気になること、
不安や心配、
どんなことでも！
ひとりで悩まないで
気軽に相談してください。

毎月第２・第４金曜日
10時～１6時
●直接又は電話 にて●
大東子育て支援センター

４３－９５００

離乳食紹介
まだまだ残暑が厳しいですが、元気は食事から！夏野菜やお酢を使った離乳食です。
９ヵ月～のメニュー

・やわらかご飯
・豆腐ハンバーグ
・酢の物
・なすの田楽風
・豆の煮物
・味噌汁

旬の野菜を食べましょう！
離乳食にも積極的に旬の野菜を取り入れ
たいものです。
夏野菜は身体を冷やしてくれる効果、冬
の根菜は身体を温めてくれる効果がありま
す。栄養価も高く産直で手軽に手に入りや
すい旬の野菜をたくさん食べましょう！

豆腐ハンバーグの作り方
●材料
・豆腐
・鶏ミンチ
・パン粉
・玉ねぎ
・しいたけ

●作り方
①豆腐の水気を切っておく
②玉ねぎ、しいたけを粗いみじん切りにする
③①、②と鶏ミンチ、パン粉をよく混ぜる
④③を小判型にととのえ、うすく油をひいた
フライパンで両面を焼く

☆酢醤油、ケチャップ、甘辛のタレなど、大人用にはお好みのソースを合わせてみてくださいね。

手作りアイスクリームの作り方

8月2日に木馬で作りました！

●用意するもの

●アイスクリームの材料

内容器・・・茶筒やコーヒー缶

牛乳・・・150ｍｌ

又はジップロック
外容器・・・ミルク缶・タッパーなど
内容器と氷が入る物
ラップ・輪ゴム（ガムテープも可）・
タオル・氷・塩

生クリーム・・・75ｍｌ
氷はたくさん必要
です。塩の分量の
目安は、氷の3分
の1ぐらい。

砂糖・・・４５ｇ
卵・・・1個

フルーツ果汁
でも作れます。
いろいろアレン
ジ可能！

●作り方
①アイスクリームの材料をボールに入れて、よく混ぜます。
②内容器に①で混ぜたアイス液を入れ、しっかり封をします。
※ある程度空気を入れた状態で封をしましょう！
③外容器に内容器を入れ、内容器が包まれるように氷と塩を詰めます。
④タオルでくるんで、輪ゴム又はガムテープでしっかり固定します。
⑤転がします。振ってもＯＫ！
※10～20分ぐらい。必要に応じて途中で氷と塩を補充します。
⑥アイスクリームが固まればできあがり！
（内容器に缶を使っている場合は、振って音がしなければできあがり。）
※内容器の周りは塩辛くなっているので、よく拭いてね。

人形劇団プーク公演

いっぱつ９のごうけつハンス／しちめんちょうおばさんのこどもたち

11月24日（土）10時開演（9時45分開場）

古代鉄歌謡館

入場料500円（３歳以上）

今年も東京からプークの皆さんがやってきます。赤ちゃんから入場OK。親子で芸術鑑賞しましょう！

たのしかったね！

～七夕会～

7月5日

台風接近で大荒れの天気でしたが、
たくさんの親子が参加してくれました。
今年の笹飾りは、本物の笹ではなく
紙の素材で手作りした笹でした。短冊
やおりひめ・ひこぼしの飾りなどをみ
んなで作り、華やかな七夕飾りが会場
を彩りました。
支援センターの行事で毎回行ってい
るふれあい遊びは、みんなで大きな円
になって和気あいあいと行いました。

２台のシロフォンによる演奏の後、たなばたさ
まの歌を歌っていると、女の子と男の子が前に出
て歌ってくれました。小さなおりひめとひこぼし
の登場に会場はほっこり。心和むひと時でした。
大型絵本を見たり、布とボールを使って遊んだ
りする中で、子ども達が自然と前に出てきて参加
してくれることがあり、とっても楽しい七夕会に
なりました。
きっと願い事が空に届いた事でしょう！
おやつはきゅうりのみそだれとクッキー。お皿
を笹の葉に見立て、ちょっぴり季節感を演出して
みました。

みんなでゴロゴロ

～アイスクリーム作り～

材料と空気を入れたジップロックを、氷と塩を敷
き詰めた缶に入れて、振って、転がして、振って、
転がして！大人も子どもも頑張りました。すべり台
から転がす子、姉妹でコロコロキャッチボールをす
る子もいましたよ。
できたアイスは、ほどよく空気が入って口溶け良
く、冷たくて美味しかったですよ！お家で作ってみ
てね！

バス遠足
日 時：９月２7日（木） 9：30～13：30
１０組程度（要申込）
行 先：宍道湖自然館ゴビウス
参加費無料。（入館料大人５００円が必要です。）

おはなし おはなし

８月２日

暑い夏に食べたいアイスクリー
ム。木馬にて、夏休み中のお兄
ちゃんとお姉ちゃんも一緒にみん
なで手作りしました。

できたよ～♪

ちびっこお楽しみ会
10月11日(木) ９:30～11:30
大東地域交流センター
跳んだり走ったりハイハイしたり、
いっぱい体を動かしましょう！
参加費無料・予約不要です。

絵本は心を育て、ことばを育て、夢見る
力を育てます。
美しい絵本はそれだけで人の心をひきつ
けるものです。大人も読まなきゃもったい
ないですよ！

おはなしのおはなし
第３回／全5回「絵本は小さな美術館」
～絵本の中の芸術を楽しもう～

●色彩の刺激が豊かな感性を育む●

●絵本を作る多彩な作家たち●
グラフィックデザイナー、画家、アートディレクターなど多彩
な職業の人達が絵本の絵を手掛けています。
絵本の奥付で著者や作画者の来歴や受賞歴が見られるので、絵
本を選ぶときの参考にしてみてください。たとえば赤羽末吉は国
際アンデルセン絵本賞を、酒井駒子はブラティスラヴァ世界絵本
原画展金牌賞などを受賞。「3びきのやぎのがらがらどん」で有名
なマーシャ・ブラウンはコールデコット賞を3度も受賞しています。
芸術的にも素晴らしい絵本が、子どもの為に数多く作られている
のです。

エリック・カール「ゆっくりがいっぱい！」

マーシャ・ブラウン「もとはねずみ」

美しいコラージュで「絵本の魔術師」と
言われているエリック・カールは「ありと
あらゆる美術、文学、演劇、舞踊、音楽、
詩が人間を気高いものにする」と話してい
ます。
絵本の中の美しい色彩や、登場人物の活
き活きとした表情を一緒に楽しむ時間は、
親子の時間をより豊かなものにしてくれる
でしょう。

赤羽末吉「スーホの白い馬」

牧野千穂「うきわねこ」

酒井駒子「金曜日の砂糖ちゃん」

加藤久仁生「つみきのいえ」

エロール・ル・カイン「いばらひめ」

軽部武宏「大出現！精霊図鑑」

林明子「こんとあき」

※作画者名のみを
表記しています。
※画像出典・・・
絵本ナビ

刀根里依「きみへのおくりもの」

降谷なな「ひめねずみとガラスのストーブ」

https://www.eho
nnavi.net/

