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 日中は、暖かく過ごしやすい時もありますが、朝夕の冷え込みで気温の変化に体調を崩しやすい季節になりまし

た。戸外には、この季節ならではの自然物がたくさんです。どんぐりや松ぼっくり、落ち葉でたくさん遊びたいで

すね。体調管理に気をつけ、寒さに負けず元気いっぱい過ごしましょう。 

☆☆☆☆プレパパプレママプレパパプレママプレパパプレママプレパパプレママ学級学級学級学級☆☆☆☆    

お父さんの妊婦体験や、先輩パパママのお話しがありました。 
☆☆☆☆0000 歳児親子歳児親子歳児親子歳児親子のつどいのつどいのつどいのつどい☆☆☆☆    

みんなで、ゆっくりお話をして過ごしました。 

☆☆☆☆運動会運動会運動会運動会☆☆☆☆    

かけっこに参加をしました。一生懸命、走ってくれました！ 

☆☆☆☆わらべうたのつどいわらべうたのつどいわらべうたのつどいわらべうたのつどい☆☆☆☆    

親子でわらべうたで遊びました。 

おいしいね♪ 
☆☆☆☆公園公園公園公園でででで遊遊遊遊ぼうぼうぼうぼう☆☆☆☆金魚と鯉の郷広場に行ってきいました。たくさんの参加があ

り、みんなで一緒に食べるお弁当は、子ども達も格別だったようです。 

わらべうたのつどいに多く参加された方に、

「うたったで賞」の表彰式がありました。 小麦粉粘土を作って遊びました。 

☆☆☆☆ポコポコくらぶポコポコくらぶポコポコくらぶポコポコくらぶ☆☆☆☆    

ミルク缶を使って、手作りのお

もちゃを作りました♪ 



 

 

 

 

 

 

  時 間 活 動 内 容 会 場 

１ 木 ９:00～1４:00 四十九池神社にどんぐり拾いに行こう！！ メープル広場 

２ 金 ９:00～1４:00 長縄で遊ぼう！！ メープル広場 

３ 土    

４ 日    

５ 月 ９:00～1４:00 ポコポコくらぶ☆小物を作るので布・裁縫道具を持参下さい。 メープル広場 

６ 火 ９:00～1４:00 １歳児親子のつどい☆身体測定をしよう！！ メープル広場 

７ 水 ９:00～1４:00 0 歳児親子のつどい☆ゆっくりお話ししましょう♪ メープル広場 

８ 木 ９:00～1４:00 誕生会（11 時～）わらべうた・パネルシアターがあります！ メープル広場 

９ 金 ９:00～1４:00  メープル広場 

10 土    

11 日    

12 月 ９:00～1４:00 手作りおもちゃのつどい☆楽器を作ろう！ メープル広場 

13 火 ９:00～1４:00  メープル広場 

14 水 ９:00～1４:00 木の実で遊ぼう！ メープル広場 

15 木 ９:00～1４:00  メープル広場 

16 金 ９:00～1４:00 わらべうたのつどい☆楽しい時間を過ごしましょう♪ メープル広場 

17 土    

18 日    

19 月 ９:00～1４:00  メープル広場 

20 火 ９:00～1４:00 ☆芋掘り☆ 10 時までに駐車場に来て下さい。＊軍手持参 メープル広場 

21 水 ９:00～1４:00 0 歳児親子のつどい☆助産師参加 メープル広場 

22 木 ９:00～1４:00 誕生会（11 時～）わらべうた・パネルシアターがあります！ メープル広場 

23 金    

24 土 ９:00～1０:00 土っ子くらぶ☆芋掘り 敬愛子ども農園 

25 日    

26 月 ９:00～1４:00 エプロンくらぶ（２歳児以上）     ＊要予約 敬愛保育園 

27 火 ９:00～1４:00 １歳児親子のつどい☆野菜版画作り＊好きな野菜を持参ください メープル広場 

28 水 ９:00～1４:00    ２歳児以上親子のつどい☆ハンコを作ろう！！ 

＊消しゴムか、じゃがいもを持参ください。 
メープル広場 

29 木 ９:00～1４:00  メープル広場 

30 金 ９:00～1４:00 わらべうたのつどい☆楽しい時間を過ごしましょう♪ メープル広場 

＊全プログラム、好きな時に来て、好きな時に帰る、自由な広場です。 

＊メープル広場はどなたでも参加できます。お弁当持参もＯＫです。 

園舎隣接の建物１Ｆです。 

＊晴れた日の午前中は園庭開放(9:00～12:00)もおこなっています。 

＊1・2 歳のつどいは、9:00～11:15 までで敬愛保育園のホールで 

行っています。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

    

サークル名 日 時  間 場  所 活 動 内 容 

立願寺子育て交流会 １０日（土） 11：30～13：00 下立願寺公民館 
おはぎ作り 茶道 材料代 200 円 

＊エプロン・手ふきを持って来てね！ 

糠峯キッズ ８日（木） 10：00～12：00 糠峯団地集会所 
木で作った“つみ木”で遊ぼう。  お茶をしながら、

子育て井戸端会議 おしゃべりしましょう 

伊倉子育て広場 １６日（金） 10：00～11：30 伊倉隣保館 
お菓子作り １家族 300 円 

簡単おいしいお菓子をみんなで作りましょう。 

まろかキッズ ７日（水） 9：30～12：00 松木公民館 
手作り味噌（約１kg） 

材料費 600 円 味噌容器持参 ＊要 事前申込 

    

＊（＊（＊（＊（最後最後最後最後のののの））））はぜはぜはぜはぜ祭祭祭祭りりりり    11111111 月月月月 23232323 日日日日（（（（金金金金））））10101010 時時時時 30303030 分分分分～～～～    まろかキッズがまろかキッズがまろかキッズがまろかキッズが「「「「輪投輪投輪投輪投げげげげ大会大会大会大会」」」」をしますをしますをしますをします。。。。    

先着先着先着先着 100100100100 名名名名    大大大大いにいにいにいに参加参加参加参加しししし、、、、楽楽楽楽しんでくださいしんでくださいしんでくださいしんでください。。。。    

８日（木）・２２日（木） 
１１時から親子わらべうた遊びや誕生会、パネルシ

アター（もしくはエプロンシアター）があります。 

 

 

 

２１２１２１２１日日日日（（（（水水水水））））９時 30 分より助産師の大山さんが来ら

れます。育児相談、体重測定もできます。 

お母さんたち同士でお喋りをしながら、ゆっくりと過

ごしましょう。 

＊＊＊＊駐車場駐車場駐車場駐車場がいっぱいになりますのでがいっぱいになりますのでがいっぱいになりますのでがいっぱいになりますので、、、、奥奥奥奥からからからから停停停停めてめてめてめて頂頂頂頂くくくく

ようごようごようごようご協力協力協力協力おおおお願願願願いいいい致致致致しますしますしますします。。。。    

 

 

 

 

１２１２１２１２日日日日（（（（月月月月））））１２月のお楽しみ会用の楽器を作りま

す。先月、作れなかった方や他の楽器を作ってみた

いという方は、是非作りましょう！！ 

持持持持ちちちち物物物物：：：：おもちゃのカプセル、鈴、大豆、ラップの

芯、プラスチックの容器等 

＊詳しくは、メープル広場に掲示していますので、 

事前にご覧下さい。 

 

 

 

２６２６２６２６日日日日（（（（月月月月））））に 10 時から敬愛保育園で親子クッキ

ングをします。今回は、パンとシチューを作ります。

対象は、２歳児以上の子どもと保護者になります。

先着 10 組ですのでご予約をお願い致します。 

材料費材料費材料費材料費：：：：300 円 

持持持持ちちちち物物物物：：：：親子ともエプロン・三角巾（バンダナ可） 

    器・お皿・スプーン 

＊お気軽にご参加ください。 

作った後は、みんなで食べます。 

 

 

日日日日    時時時時：：：：１１１１１１１１月月月月１１１１日日日日（（（（木木木木））））    １０１０１０１０時時時時４４４４００００分分分分～～～～    

場場場場    所所所所：：：：四十九池神社四十九池神社四十九池神社四十九池神社     ＊現地集合 

＊場所が分からない方は、敬愛保育園駐車場に 

１０時３０分までに来て下さい。 

＊雨天時は、メープル広場にて過ごしましょう。 

＊どんぐり拾いが終わったら、戻ります。 

１２月１４日（金）のメープル広場は、お楽しみ会をし

ます。劇や演奏などを一緒に楽しみましょう！！ 

当日の出し物をお母さん方に協力して頂いて一緒に

楽しいお楽しみ会を作ろうと思いますので「何かやっ

てもいいよ！」と思われる方は是非スタッフまで声を

かけてください！お待ちしております。 

 

 

11111111 月月月月２４２４２４２４日日日日（（（（土土土土））））９９９９時半時半時半時半から芋掘りをします。 

大きく成長した芋をみんなで掘りましょう！！ 

11111111 時時時時には、終了します。 

持持持持ちちちち物物物物：：：：軍手軍手軍手軍手・スコップ・・スコップ・・スコップ・・スコップ・水筒水筒水筒水筒    

 



    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊お気軽にお電話下さい！！ 

＊育児相談（電話・面接） 

＊「一時保育」申込み・お問い合わせ 

 いずれも月～金（午前 9 時～午後５時まで） 

玉名市築地 2509（敬愛保育園内） 

ｔｅｌ：（０９６８）７４－４５１４ 

 ｆａｘ：（０９６８）７４－３８６８ 
 

http://www.keiai-hoikuen.org/ 

玉名市子育てネットワーク 

                     

夫婦間での子育て感の違い 

  私たちが大人になるまで培われた、パーソナリティの違う夫婦が結婚し、子どもを授

かり、そんな２人がお互い協力し、子育てをする。違う環境で育った２人ですから、子育

てに衝突はつきものです。良くも悪くも、ただご飯を与えておけば、子どもは大きくなる

ものですが、それだけでは親としての責務を果たしているとは言い難い。親として子ども

が社会に出るその時まで、今まで培われてきた親がもつ全ての知識（人間社会、集団の規

範、規律や礼儀作法など）を子どもに教える事が親としての責務ではないかと考えていま

す。社会に出てからも学ぶ事はたくさんありますが、少なくとも自分が親から教わった事

を子どもへと伝えることが出来ればと思っています。 

 だれしも子どもが一人前になってほしいと願っています。子育ての考え方の違いなどで

衝突が起きた際には、我が家では夫婦間で話し合いを持つようにしています。そうする事

で、お互いの子育てに対する考え方などを改めて知る事もできます。そして我が家でのル

ールを取り決めるようにしています。まだ聞き分けのない子どもの躾をする時、とても労

力を使います。何事においても初めてだらけの子どもにとって、それを受け入れるのにも

時間がかかるのは当然のことです。分かっていても、親の心が折れそうな時も多々ありま

す（親も人間だもの）。「三つ子の魂 100 まで」というように基礎はとても大切です。

「今日はよかったけど、明日はダメ」といったぶれた事をしていると、子どもは混乱しま

す。そうならないよう、常々、夫婦間での子育てをする際のルールを統一しておく事がと

ても大切だと思います。頭ごなしにダメではなく、なぜダメなのかを子どもにも分かるよ

うその理由などをその時々に応じて教える事も大切な事だと思います。 

 躾などを通して子育ては、子どもだけでなく親も成長させてくれるものだと思う、今日

この頃です＾＾ 

 

                            P.N. A.K.PAPA 


