桜が丘中学校区と磐梨中学校区にそれぞ
れ設置された『地域子育て支援拠点』です。

こぐま文庫は貸し出しができます。

２月の予定

こぐま文庫
２月 10 日（水）10 時半～11 時
さくらが丘子育て支援センター
読み聞かせボランティアさん

２月２４日（水）10 時半～正午
桜が丘東 2 丁目集会所
（赤磐市桜が丘東 2 丁目 2－638）

月～金曜日（祝祭日除く）
午前９時～午後２時

来所

（現地集合解散）雨天時も行います

あすなろ子育て

2 月 19 日（金）10 時半～11 時

支援センターの図

あすなろ子育て支援センター
赤磐市立中央図書館司書の方

毎日あそぼう！
オープンデー

書 50 冊を入れ替え

来所

〈利用対象〉1 歳６か月までのあかちゃんとその保護者、妊婦の方

ていただきます。

おひさま図書館

◎あすなろ子育て支援センター

時間は

〈日時〉
（月）⇒1 日・８日・15 日・22 日・29 日

10 時～11 時半

（木）⇒25 日【離乳食教室】

★２月５日（金）10 時～正午

◎さくらが丘子育て支援センター

託児５名程度（託児はほぼいっぱいです）

子育て講座『メディアについて』は
お母さんのそばで静かにできる方は
在室可、授乳もＯＫです。できるだけ
家族の方の保育をお願いします。
託児は５名程度お受けします。

10 時～11 時半

〈利用対象〉ことばの遅れや発達が気になるこども

放課後等デイサービスこぶしの家
（桜が丘西 10-2-16） ℡086-958-5601

毎週月曜日、木曜日はマタニティママ＆あかちゃんデー

相談可、申し込み不要

〈日時（月）【離乳食試食】⇒ １日・８日・15 日・25 日

ゲームやスマホなどメ

2 月 26 日（金）

障がいのあるこどもと保護者

※月曜日はあかちゃんと幼児の心肺蘇生法と AED の使い方を練習します。

ＣＡＰワークショップ『メディアについて』

（申込み受付中）

最終です。

毎週月曜日と第４木曜日はマタニティママ＆あかちゃんデー

あすなろ・さくらが丘子育て支援センター合同企画（託児付）

講師：ＣＡＰ事務局 山下明美さん

今年度

（木）⇒４日・18 日・25 日

ディアを通して今何が起こ
っているのか。大切なこど

【申し込不要】
１０時半～１１時半
2 月３日（水）あすなろ子育て支援センター
（誕生会＆節分あそび）

も達への影響は？与え方

２月 18 日(木)

は？お子さんが小さいと

10～11 時半

きにぜひ聞いていただき

『桜が丘西 3 丁目近隣公園』

たい話です。

2 月１７日（水）さくらが丘子育て支援センター
（誕生会＆おもちゃ作り）

駐車場はあすなろ保育園へ

さくらが丘子育て支援センター

２月 19 日(金) 10 時～11 時
『こどもへの関わり方のポイント＆子育て座談会』
熊山支所保健師 泉水 愛さん（申込み受付中）

（雨天時は支援センターへ集まれ‼）
※体を動かして温まろう※

〈利用対象〉

地域の乳幼児親子

うてん

第３木曜日はあおぞらデー

『西 3・4・5 丁目
ちびっこ集まれ！』

（福）岡山こども協会
さくらが丘子育て支援センター
あすなろ子育て支援センター
赤磐市桜が丘西３－１４－１９

赤磐市桜が丘東６－６－７０４

（あすなろ保育園内）担当

（さくらが丘保育園内）担当

大﨑久美子

お問い合わせ℡０８６－９５５－５６６５

のはらの日（とよた保育園開放日）
<日時>（火）⇒２日・９日

髙原

泉

16 日・23 日
10 時～11 時半

お問い合わせ℡０８６－９９５－０１０４

★育児相談専用ダイヤル

★育児相談専用ダイヤル

〈利用対象〉地域の乳幼児親子

℡０８６－９５４－４５５０

℡０８６－９５８－５５０９

〈場所〉 とよた保育園

http://asunarokosodate.
okayamakodomokyoukai.com

Check!

http://sakuragaokakosodate.
okayamakodomokyoukai.com

赤磐市松木５４９
℡

０８６－９９５－０２４４
毎週火曜日はのはらの日

つどいの広場（さくらんぼ保育園開放日）

２月１７日（水）
10 時～11 時半

<日時>（火）⇒２日・９日・16 日・23 日

０歳のあかちゃんからどうぞ！

（金）⇒26 日（読み聞かせ会をします）
10 時～11 時半

〈利用対象〉桜が丘西３，４

〈利用対象〉地域の乳幼児親子
〈場所〉 さくらんぼ保育園
赤磐市桜が丘東２－２－８０９
℡

０８６－９９５－９０７１

毎週火曜日と第４金曜日はつどいの広場

!
電話 ０８６－９９５－０２４４

５丁目にお住いの乳幼児親子

〈場所〉あすなろ子育て
支援センター

子育て講座 （対象は未就園児親子）
講座名

月

日

講師名

合同企画

２月５日（金）

メディアについて

【予約受付中】

こどもへの関わり方

２月１９日（金）

のポイント(１５家庭)

【予約受付】

１月２５日（月）から

3 月 2 日（水）

午前 10 時～正午

【予約受付】

2 月 1 日（月）から

午前 10 時～正午

ＣＡＰおかやま事務局

あすなろ子育て支援センター

山下明美さん 他

託児受付終了です

平成 28 年 1 月 29 日（金）発行 №10
あすなろ子育て支援センター/さくらが丘子育て支援センター

場所／問い合わせ先
日

（問い合わせ）各支援センター

泉水（せんすい）愛さん

火

１

熊山支所健康福祉課保健師 さくらが丘

午前１０時～１１時

月
２

木

３

（さくらんぼ）

（あすなろ）（さくらが丘）

子育て支援センター

水

（とよた）

（プチ・あすなろ）

金

土

４

5

6

（さくらが丘）

ＣＡＰ『メディア』
(あすなろ)

あすなろ

あすなろ保育園

給食体験（10 家庭）

栄養士 宮本睦子

子育て支援センター

7

8

9

（あすなろ）（さくらが丘）

3 月 16 日（水）

離乳食体験（5 家庭）

さくらが丘保育園

午前 10 時～11 時半

【予約受付】

11

（読み聞かせ・さくらが丘）

建国記念の日

17

18

さくらが丘

栄養士 坂東祐季

2 月 15 日（月）から

（さくらんぼ）

10

12

13

19

20

子育て支援センター
（とよた）

子育て講座『ＣＡＰ/睡眠指導・メディアについて』お母さんのそばで静かにできる方、在室可とのこと。授乳もＯＫ
です。可能な方は家族の方の保育をお願いします。託児は５名程度お受けしています⇒（定員いっぱいになりました）

つどいの広場

☆毎週火曜日と第 4 金曜日

場所：放課後等デイサービス

０８６－９９５－９０７１

あすなろ⇒086-954-4550

２月２６日（金）

（利用対象）未就園の乳幼児親子

（あすなろ）

(さくらが丘)

22

24 お出かけ保育

23

（あすなろ）（さくらが丘）

(さくらんぼ）

in 桜が丘

（とよた）

東 2 丁目集会所

25

26

（あすなろ）（さくらが丘）

27
（こぶしの家）

（読み聞かせ・さくらんぼ）

10:00 ～11：30

☆２月 24 日（水）

対象：ことばの遅れや発達が気になっているこどもや障がいのあるこどもとそ

午前１０時～11 時半

28

29

オープンデー：月～金（祝祭日除く）

（あすなろ）（さくらが丘）

赤磐市中央図書館の開館時間の関係で開始時刻が

の保護者。発育について聞きたいことがある、こどものかかわり方が難しくて

いつもより３０分遅れとなっています。

困っている…などの相談も随時お受けしています。

（読み聞かせ会）

のはらの日 午前１０時～１１時半 とよた保育園 のはらの部屋

２月 10 日（水）

☆毎週火曜日（赤磐市松木５４９） ０８６－９９５－０２４４

午前１０時３０分～１１時

（利用対象）未就園の乳幼児親子

さくらが丘子育て支援センター

マタニティママデー・あかちゃんデー

午前１０時～１１時半

9 時～14 時

マタニティママ・あかちゃんデー

…１歳６か月までのあかちゃんと妊娠中の方対象

つどいの広場…未就園児親子対象

さくらんぼ保育園

１０：００～１１：３０

のはらの日

とよた保育園

１０：００～１１：３０

…未就園児親子対象

あおぞらデー

…

毎月第３木曜日

桜が丘西３丁目近隣公園

ぽかぽかデー

…

毎月第２木曜日と第４金曜日

１０：００～１１；３０

１０：００～１１：３０

放課後等デイサービスこぶしの家１０：００～１１：３０

☆毎週月曜日離乳食の試食と毎週木曜日 ………さくらが丘子育て支援センター

おひさま図書館

…中央図書館の職員による読み聞かせとお楽しみ

１０：３０～１１：００

西３・４・５丁目

☆毎週月曜日と離乳食教室の第４木曜日……あすなろ子育て支援センター

こぐま文庫

地域のボランティアによる読み聞かせとお楽しみ

１０：３０～１１：００

企画は０歳の

あすなろ子育て支援センター

妊娠中の方/１歳６か月までのあかちゃんと保護者が対象です。

プチ講座
2 月 1７日（水）

午前１０時３０分～１１時３０分

午前１０時３０分～１１時３０分

あすなろ子育て支援センター

さくらが丘子育て支援センター

２月の誕生会と『節分あそび』

（読み聞かせ・あすなろ）

今年度最終です！

お出かけ保育 in 『桜が丘東 2 丁目集会所』

２月３日（水）

21

さくらが丘⇒086-958-5509

⇒個別のご相談等あればいつでも専用電話にダイヤルしてください。

午前１０時３０分～１１時

（さくらが丘）

（とよた）

相談専用ダイヤル

こぶしの家

電話（０８６）９５８－５６０１

読み聞かせ会

2 月 19 日（金）

（プチ・さくらが丘）

（あすなろ）

午前１０時～１１時半

桜が丘西１０－２－１６

２月 26 日(金)は

おひさま図書館（読み聞かせ会）

16

（あすなろ）（さくらが丘）

さくらんぼ保育園 ころぼっくる
（赤磐市桜が丘東２－２－８０９）

15

（さくらんぼ）

午前１０時～１１時半

ぽかぽかデー

こぐま文庫

14

２月の誕生会と『手作り玩具』

子育て講座/プチ講座…子育てに役立つ講演、体験等
保健師さんの育児相談

あおぞらデー
2 月１８(木)

…

２か月に１回

１０：００～１１：００

あかちゃんも

桜が丘西 3・4・5 丁目ちびっこ集まれ！

１０：００～正午（個別相談１１：００～１１：３０）
月一回

１０：００～１１：３０

どうぞ

あすなろ子育て支援センターにて

午前１０時～１１時半

桜が丘西３丁目近隣公園

３月の主な催し

雨天時はあすなろ子育て支援センターで。
２日（水）子育て講座『給食体験』定員 10 家庭
４日（金）おでかけ保育

ｉｎ

（あすなろ）

桜が丘東 1 丁目集会所

7 日（月）保健師さんの育児相談日

（さくらが丘）

ホームページを保育園から独立させて運営できるよう準備を進めてきましたが、このたびようやく

9 日（水）読み聞かせ会こぐま文庫

（さくらが丘）

オープンできる運びとなりました。支援センターのブログを更新するときに、こんなことをしたいあ

15 日（火）保健師さんの育児相談日

（あすなろ）

編集後記

んなことをしたいと、利用される方へ思いをはせて内容を考えています。たくさんの方がアクセスし
てくださるといいなと思います。てくてく通信同様、今まで以上にごひいきにお願いします。
あすなろ子育て支援センター

大﨑

久美子

16 日（水）子育て講座『離乳食体験』定員 5 家庭（さくらが丘）
17 日（木）あおぞらデー＆プチ講座『3 月誕生会』 （あすなろ）
18 日 (金) 読み聞かせ会『おひさま図書館』
25 日（金）プチ講座『3 月誕生会』

（あすなろ）
（さくらが丘）

赤磐市桜が丘西 3－14－19
Tel086-955-5665
Fax086‐955‐7500

赤磐市桜が丘東 6-6-704
Tel086-995-0104
Fax086‐995‐0164

育児相談専用ダイヤル

育児相談専用ダイヤル

月～金曜日（土日祝祭日年末年始除く）

月～金曜日（土日祝祭日年末年始除く）

９：００～１６：００

℡

086-954-4550

http://asunarokosodate.
okayamakodomokyoukai.com

（担当 大﨑 久美子）

９：００～１６：００

℡

086-958-5509

http://sakuragaokakosodate.
okayamakodomokyoukai.com

（担当 髙原 泉）

けんちょう(山口県郷土料理)
―＠

＜材料・分量＞ （約小皿 4 人分）

～作り方～

大根

1/４本

①大根と人参は皮をむいていちょう切りにする。

豆腐

１丁

人参

1/２本

講師に睡眠改善インストラクター

原陽子先生に来ていた

②豆腐は水切りしておく。

だきました。“夜泣きはどうやったらなくなるの？朝がなかな

③鍋に油をひいて、大根と人参を炒め、しんなりしたらＡの調

か起きられなくて朝ごはんも食べられないんだけど、夜もな

しょうゆ

大さじ３

味料を入れ、豆腐をつぶしながら加える。

かなか入眠できなくて遅くなっている”というような睡眠に

砂糖

大さじ３

④大根、人参に味がしみて、水分が少なくなるまで煮る。

関する悩みや”聞いてみたい”ということはたくさんあります

みりん

大さじ２

酒

大さじ１

サラダ油

よね。お母さん同士も睡眠に関することは話題になっていま
す。専門家の話を聞くことはなかなかないので参加された

～ワンポイントアドバイス～

適量

方は熱心に先生の話を聞き、メモを取られていました。

山口県の郷土料理です。名前の由来ですが、鎌倉の建長
もう少し寒さも続きます。根菜類の煮物で体
を温め、食で風邪から体を守りましょう。

からとか、禅僧が中国からもたらしたとされる『ケンチャン』
という料理がなまったものではないかなどと、諸説ありま
もともと精進料理で、昔から人参、大根、豆腐など冬の旬
の野菜を使って作られてきましたが、しだいに、しいたけ、れ
んこん、ごぼう、こんにゃくなどいろいろな野菜や鶏肉など

橋本若菜（右）

も具に使われるようになり、それぞれの家庭の味で「けんち

なく質も大切。そのためには睡眠の環境を整えて安心して入眠できるようにすること。寝室の光、音、温湿
度、寝具の環境を整えましょう。（寝具やパジャマは吸放湿性のよいものがよい。冬季もフリース素材のもの
は避けましょう）入眠 1 時間前に部屋の明かりを落として”これから寝る時間よ”と教えてあげましょう。夜にま
とめて眠れるように。午睡は睡眠の不足を補うものです。午睡は午後 3 時には起こすようにしましょう。夕方
眠ると夜が眠れなくなります。生活リズムを整えて睡眠のリズムを作ってあげることで習慣になります。

ょう」が作られています。

あかちゃんに「これから○○しようね…」お母さんの気持ちをことばで伝えましょう。お母さんの笑顔が一

葉物も霜にあたって甘く美味しい時期で

番安心につながりますよ。

す。しっかりビタミン類を補充しましょう。

『こどもの行動は何かのサイン!?』
た。そのうえ、長男が野球で肩を壊して、しばらく通院が続いていて、毎日がとにかく慌ただしく過ぎていました。
その頃次男は、何か寂しく感じていたのでしょうか、幼稚園の年中の時に買ったダックスフントのぬいぐるみをそばに
置いてご飯を食べたり、なんとお風呂に入れて体を洗って、あがってからは、それはそれは真剣にドライヤーで乾かした
りしていました。それがいけないことではないのですが、急にそんな姿を見たので、私は、目が点になり『どうしたものか
な』と思っていました。特にお風呂でぬいぐるみを見た時は、本当に驚いて、『なんの茶色の生き物がいるの？犬を洗っ
ているのね…』と苦笑いしてしまいました。
次男は小学３年生です。そういえばその頃、かまってあげられなくて、宿題の音読も、自分で勝手に『母』とサインして
いたり、夜寝るときに、一人で２階に上がって、『お母さん、来て』と言われながら、『後で行くから』と返したものの、結局行
けずに一人で寝ていたりということがたびたびでした。真ん中の女の子は３年生まで、私にピタッとくっついて寝ていた
し、長男の時にはあんなに一生懸命に音読を聞いてやっていたなと振り返り、『ちょっと寂しい思いをさせていたのか
な』と自分の対応を見直しました。そして、しばらくの間、寝る前に本の読み聞かせをしたり、一緒にお風呂に入りいろい
ろな話を聞いたりしました。気づくと、犬のぬいぐるみを抱く姿は見られなくなりました。こどもの行動から気づかされる
ことってありますね。これからもしっかりと見つめて、ときおり振り返り、軌道修正をしていかなくちゃと思いました。子育
あすなろ子育て支援センター

参加者アンケートより(一部抜粋)

●あすなろ・さくらが丘合同企画の第２弾は、

・入眠の時間が遅くなるとどんな影響があるのか気になっ

２月５日（金）１０時から『メディアについて』です。

ていたので詳しく聞くことができて参考になりました。成

去年の暮れの頃、私は『あれもしなきゃ、これもしなきゃ、まだ掃除もできていないし』と、ずっとそわそわしていまし

てに終わりはありませんね。

【睡眠の大切さについて】
日本人はヨーロッパの人たちに比べて一般的に睡眠時間が短いといわれています。睡眠は時間だけでは

す。

あすなろ保育園栄養士 宮本睦子（左）

3 歳未満児の睡眠について中心に教えていただきました。

寺（けんちょうじ）で、豆腐と野菜を混ぜ合わせて作ったこと

宮本 順子

長に大きく関わるので改善していきたいと思います。
・気になっていたことがほとんど話していただけてよかっ
たです。はっとさせられるお話もあり、こどものためにと
思って夜は環境に配慮し早く寝たいと思います。

⇒時間にゆとりを持ってお越しください。

