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雪ですね。今年はどの位積もるのかしらね？沢山積もったら童心に返って、お子さ
んと一緒に雪だるまを作ってみましょ！子どもと一緒に何かを作るって、子どもの
気持ちに寄り添えるチャンスかもよ！レッツ チャレンジ。

てぃー

ちゃんの独り言

講演会のお知らせ

No. ９「見られてます！聞かれてます！」

新聞で目にした子どもが書いた愉快な詩を紹介します。
小学校３年生の子どもの詩です。
暗証番号

「 発達障害のある人の就労」
講

師

県総合学校教育センター

敦川

小３児童

ママのけいたい番号には、
暗証番号があるらしい。
でもママは
その暗証番号を忘れたため、
電話会社に聞きました。
そのふうとうがきのうとどいて、
お父さんが開けてみました。
暗証番号は、
「お父さんとお母さんの結婚記念日」
でした。
それを見たお父さんは ママに
「お父さんのことを愛してるんだ。」
と言いました。
すると、ママは
「何言っちゃってんのよ。
その日から私の不幸が始まったのよ。」
と言いました。
お父さんとママが
仲がいいのか悪いのか
よくわかりません。

この詩を読んだ母親は、
「ちょっとやられた、と主人と苦笑しながら、汗！汗！
汗！でした。」と書き、父親は、
「子どもはよく見ているし、よく聞いている。これから
は気を引き締めなくては…。」
と話したとのこと。
子どもは、両親の仲にとても敏感です。仲がいいと
いうだけで、子どもの心に大きな安心が生まれるので
す。
また、大人の言動にも、子どもは目と耳を傾けてい
ます。そして、子どもは、大人のちょっとした言葉に
も傷ついたり、励まされたり…。大人は、もっともっ
と子どもの心に思いをめぐらし、自らの言動に敏感で
ありたいものですね。

日

特別支援教育課

真樹

時

１２月１０日（土）
１０：３０〜１２：００
１１：３０〜質問タイム
場 所 中央公民館 大会議室
参加費 無料
◎託児あり １０：００〜１２：００ 和室
◎個別相談（３０分ずつ）５名限定
１２：３０〜１５：００
<個別相談の予約・お問合せ>
町健康福祉課 健康推進班(72)2111 内線175,176
障害のある人が、自分の存在を確かなものと感じて社会へ
出て行くためには、小さい頃からの周囲の理解と支援が大切
です。障害のあるなしにかかわらず、まずその人のありのま
まを受けとめるところから始まる地域であってほしいと願っ
ています。
共催：手をつなぐ親と子の会〜にじいろのたね〜/のびのびクラブ

運 動 教 室 のお知らせ
冬期間の運動不足やメタボの解消、
またリフレッシュのために参加してみませんか。

時
内

間
容

講 師
場 所
参加料

１９：００〜２０：３０
エアロビクス（有酸素運動）と
ストレッチ・筋トレなど
ＡＦＡＡ認定インストラクター
中央公民館 大会議室
１回あたり２００円

＜持ってくるもの＞

成田寿子氏

運動靴・水分・汗拭きタオル・
ヨガマットまたはバスタオル
（ストレッチ体操の際、下に敷
いて使います）

１２月の
開催日

１２月

６日（火）
１３日（火）
２０日（火）
２７日（火）

※２月１４日まで全１４回開催。すべて火曜日です。

いただきま〜す
這えば立て、立てば歩めの親心と言いますよね。
子供が泣いても何を要求しているのか分からなかっ
た頃もありました。早く自分の事を一人で出来るよ
うになってよと、オムツを替えながら思ったもので
す。でも大きくなると手は掛からなくなりますが、
抱える問題は年齢に比例して大きくなって来ていま
す。いつになったら楽になるのかしらと思う今日こ
の頃です。
先日この鰺ヶ沢で講演会がありました。成人式を
終えた学生でも「自分はまだ子供だ」と思っている
そうです。大人だと言っていた１０年前の学生は、
「自分の事を自分で決められるから大人だ」と
理由付けしていました。更に自分の内面を見つめる
学生は０％に近いそうです。なぜ？？？
学生のみならず、今の子供たちは「自己
肯定感」が低いそうです。自分に自信
がなければ、大人だと言い切れない
ですよね。失敗をさせたくないとい
う親心が（周りの大人が）手を掛
けすぎることで、自由を損ない
感覚の成長にストップをかけているそうです。
自分も子育てを考えると反省しきりです。転ばな
いように、失敗しないように前もって話をしてシュ
ミレーションさせたこともありましたし、自分の考
えに子供を引きずり込んでいたと思います。手を出
すな目を離すなと言われた子育て感でしたが、今は
目も離せ心だけは離すなと言われているそうです。
親元を離れた子供に、相変わらず携帯電話でつっ
かえ棒をしている馬鹿親でした。反省しきり。

長芋グラタン
鯵ヶ沢では長芋がたくさん栽培されています。
いっぱい食べて、健康で元気に過ごしましょう。

― 材料 ―
長芋 （１０〜１５ｃｍ位） ３００ｇ
卵 （大きめ）
１個
めんつゆ
大さじ１
とろけるチーズ
２０ｇ
（スライスなら１枚）

もみのり

― 作り方 ―
① 卵をボウルに入れといておく。
② 長芋は皮をむき、おろし金ですりおろし①に加えよく混ぜる。
③ よく混ざったらめんつゆを加えまぜ、耐熱容器に入れ、チーズを
のせてトースターなどで焦げ目がつくまで焼く。（１５分くらい）
④ 仕上げにもみのりを散らして出来上がり。

サポセン冬休みのお知らせ
平成２３年 1 ２月２０日 （火） 〜
平成２４年１月１１日 （水）

保育園
行事予定表

鯵ヶ沢町読書推進委員会主催

読み聞かせボランティア
研修会開催のお知らせ
「みんなで一緒にステップアップ」
講師

JPIC 読書アドバイザー

高嶋 敬子氏

日時：１２月７日（水）１０：００〜１２：００
場所：中央公民館 １階 講習室
読み聞かせが初めての方も大歓迎。
参加される方は、お好きな絵本を１冊ご持参ください。

＜申込み ・ 問合わせ＞鰺ヶ沢町教育委員会 ７２−２１１１ 内線３３７

＊ 11 月のサポセンサロン＊

と
き ： 11 月２８日 （月） １０時〜１５時
場 所 ： 中央公民館２階 和室
参加費 ： １００円
母子支援センター助産師

アドバイザー

12月 10日（土）
24日（土）
1月 14日（土）
28日（土）

第２・４土曜日９時〜１１時

みなみ保育園

TEL：７９−２５３０

12月 10日（土）おゆうぎ会
9時３０分〜 舞戸公民館

19日（月）
1月 19日（木）

たていし愛児園 TEL：７２−１２４６

かかしっこデイ
中村保育所

12月 3日（土）
クリスマスおゆうぎ会
9時３０分〜 舞戸公民館

TEL：７２−２７０４

「はじめての日」
赤ちゃん誕生までの物語は、一人一人ちがうもの。
これから出産予定の方も、ずいぶん前に産んだ方も今の
気持ちや、あの頃を思い出してお話してみませんか？
子どもへの思いを新たに…。

適宜

鰺ヶ沢保育所 TEL：７２−２０６７
毎週月〜金曜日
＜午前の部＞
８時３０分〜
１ １時３０分
＜午後の部＞
１３時３０分〜
１５時３０分

中嶋 真優美

1月 21日（土）
12月 1日（木）身体測定
7日（水）避難訓練
８日（木）お誕生会
17日（土）鰺ヶ沢保育所
クリスマスお遊戯会
20日（火）クリスマス会
２1日（水）鰺ヶ沢保育所
おもちつき会
1月10日（火）身体測定
11日（水）新年お楽しみ会
18日（水）お誕生会
24日（火）避難訓練

※お話は１０ ： ００〜１２ ： ００までです。

鰺ヶ沢町子育てサポートセンター

場所：中央公民館１階

【開設日】月・木【開設時間】９：３０〜１５：３０【TEL＆FAX】０１７３‑７２‑２８７４

【メールアドレス】kosodate@town.ajigasawa.lg.jp

