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日 時 ２月 １７日（日）

中央公民館 ２階和室
町内の幼児（４才）から小学生、
及び保護者
（保護者の方は、必ず一緒にご参加願います。）
◆参加費
６００円（一家族につき）
＊和菓子３個作ります。お茶代も含みます。
＊お菓子の追加もできます。
１セット３個分で ５００円です。
◆持ち物 ・エプロン・手ふきタオル
・茶せん・お茶の器をお持ちの方はご持
参下さい。
（大き目のごはん茶碗又は小さめのどん
ぶりで可。）
＊こちらでも準備しています。

中央公民館 TEL/FAX：72‑2859

◆しめ切り

２月 ６日（水）

主催：子育てグループ「ランドセル」 後援：鰺ヶ沢町教育委員会

今日も親バカは行く

います︒そうすることで︑言った本人もいけないことだと気付
︵サポセンから︶
くのではないでしょうか︒小さいうちは自分のわがままやいじ
親の前でよい子を演じている子どもは︑お わるが通用しても︑学年が上がるにしたがって︑友達関係が
うちの中で良い子である自分しか認めてもら 上手くいかなくなる時期が来ると思います︒そういった状況
えていないのか︑愛されたい認められたい必 になった時に︑本人が気付き悩んで良い方向に変わっていける
死の思いで嫌われないように良い子を演じて と︑成長できるのではないでしょうか︒時間はかかるかもしれ
いるかもしれません︒或いは︑良い子にしてい ませんが︑見守ることも必要です︒
れば叱られることもない︑自分のわがままが また︑暴力など危険な状況が
通る︑悪いことをしても親が自分を守ってく あれば大人が介入し︑両者の
れるなど︑知恵を身につけてしまったかもし 言い分をしっかり聞いて判断す
ることも必要ですね︒そして︑
れませんね︒
多かれ少なかれ︑子どもは何かしらのスト その出来事を︑必ず保護者の
レスを抱えているのではないのでしょうか︒家 方へ伝える ︵あくまでも冷静に︶
の中でのストレスを︑外で発散する︒子ども ことが大事だと思います︒
にとっては理にかなっている行動なのかもしれ 親しい間柄だと言いにくいこと
もあるかもしれませんが︑だか
ません︒
そこで︑その様な子とどう関わっていくのが らこそ伝えてほしいと思います︒
良いか考えてみました︒やはり︑嫌なことを
されたり言われた時は︑子ども自身が ﹁や
めて﹂と言えるようになることが大切だと思

◆申し込み

子どもが小さい時は、怒ったり
褒めたり叱ったり毎日が戦い。
でも、「ごめんなさい」「分かった」
「ありがとう」と素直な言葉を聞け
たのもその頃まで。
うちの子の「ごめんなさい」を最後に聞いたのはいつ
かなぁー。「分かった」の陰にひそむ「メンドクサイ」。
今では謝るのは私の方。老いては子に従えと言うもの
のまだそんなに老いてないつもりですがね。
親の心子知らず、子の心親知らず。
心ってどうしたら知る事がで
きるのかなって、考えたら．．．
ありました。
「会話」というベスト
アイテムが。顔を見て話そうよ。
ケータイは家族間無料。
今夜は久々に離れている子どもに
私のおもちゃ
長電話しましょうかね。
とったの
心をつなぐ為にも。

︵
読者から︶

受付 9：30

開始 10：00

うちの子どもの友達で︑
ちょっと気になる子がいます︒
親御さんが一緒にいる場面
では︑とってもきちんとして
いるし︑言われたことも素直
に聞き入れて行動します︒
でも︑友達同士のときや︑
他の大人がいても見られていないことを
確認すると︑嫌がらせを言ったりしたりし
ているようです︒学校の先生のような大人
には素直に従います︒それから︑集団の中
にいても周囲から注目を集めたがるような
行動をとります︒でも︑一人になると自信
がないのか︑口ごもってしまう感じです︒
うちの子どもも︑その子と遊ぶと叩かれ
たり︑いやなことを言われたりするので︑
苦手なようです︒どのように関わっていく
のがよいのでしょうか？

職人さんの手ほどきで、本格的な
和菓子を作ります。自分でお抹茶を
たてて、お菓子と一緒にいただきます。

◆場 所
◆参加対象

鰺 ヶ沢 町

放課後ルーム応援団
募集のお知らせ

西海小放課後ルーム

西海小学校

舞戸小放課後ルーム

旧鰺ヶ沢幼稚園

１日ルーム
（西海小 ・ 舞戸小合同）

長期休業 （夏冬春）
学校行事振替休日

【任
期】
【募集人数】
【条

旧鰺ヶ沢幼稚園

アップルジンジャー
今年の冬も、雪がいっぱいですね。雪片付けの後は汗を拭いて、
体を冷やさないよう気を付けましょう。冷えた時には、体の中
から温めてくれる飲み物はいかが？

町では、 小学校低学年の児童をもつ保護者の皆さん
が、 安心して就労などができるよう放課後ルームを
開設しています。 そこで平成 25 年 4 月から児童を見
守ってくださる方 （応援団）を募集します。
【勤務場所・時間】
場 所

いただきま〜す
― 材料
りんご
紅茶
生姜汁
ハチミツ
レモン汁
砂糖

時 間
小学校授業終了から
午後６時まで

午前８時から午後６時
（午前と午後の勤務は
１３時で交代）

平成25年4月1日〜平成27年3月31日
10名程度（書類による選考あり）

(１人分)

―

１/２個
１００ｍｌ
小さじ１
大さじ１
大さじ１
小さじ１

風邪に負けないように
＊ビタミンＣを十分にと
る。
― 作り方 ―
＊体が温まる食材をえら
①紅茶を濃い目に入れる。
②生姜の絞り汁、レモン汁、ハチミツ、砂糖を入れて溶かす。
③りんごはすりおろし、レンジで軽く温めて②に加えて出来上がり。

件】・平成25年4月1日現在で、年齢63歳以下の方
・子どもが好きで小学生と遊べる方
・活動場所まで出勤できる方
・携帯電話を所持している方（連絡の際必要なため） ＊他にもこんな飲み物はいかが？ 温めた牛乳にいろいろ入れてみよう！
「メープルシロップ＋シナモンシュガー」「きな粉＋黒糖＋すりゴマ」「バナナ＋ココア＋
・児童引率のため、健康で徒歩移動のできる方

マシュマロ」「酒粕＋生姜汁＋煮豆＋シナモン ( お好みで )」「抹茶＋チョコレート」などなど

※ボランティア精神をもって活動して頂ける方であれば、 目先を変えて楽しみながら温まってくださいね。
学歴、資格、性別は問いません。

【募集締切】

2月22日（金）まで

【申込方法】 履歴書と作文
（400字程度でテーマは「子どもたちとの接し方」
「子どもたちと遊ぶアイディア」）を持参又は郵送

保育園
行事予定表

【提出場所】

〒038−2792
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字本町209−2
鰺ヶ沢町役場 健康福祉課 母子支援センター
午前９時〜１１時

【選考結果】

平成25年3月上旬
応募者全員へ郵送にて通知予定

【備

２月 ２日（土）
１６日（土）
３月 ２日（土）
９日（土）

みなみ保育園

・謝金 1日 2500円
・シフト勤務（月10日程度）
・出勤に関わる費用弁償はありません。

TEL：７９−２５３０

考】

たていし愛児園 TEL：７２−１２４６

平成 24 年度

かかしっこデイ

あおもり家庭教育アドバイザー
養成講座開催のお知らせ
日 時：

２月１９日（火）
３月はお休みです

毎月１９日９時３０分〜１１時

中村保育所

平成２５年２月２１日（木）
1 ０ : ００〜１５ : １５

アピオあおもり大研修室 （青森市）
主 催 ： 青森県教育委員会
対 象 ： 地域で家庭教育支援活動に携わってる方、
家庭教育支援活動に意欲的な方、 PTA 関係者、
子育て支援団体等関係者など
定 員 ：15 名程度
〆切は 2 月 7 日（木）
まで
町教育委員会
申込み＆お問合せ
TEL:0173‑72‑2111 内線 333

２月 ９日（土）
３月はお休みです

TEL：７２−２７０４

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

２月 ４日（月）身体測定
５日（火）グッドママ
スクール（町保健師）
13日（水）お誕生会
20日（水）避難訓練

３月 1日（金）ひなまつり
４日（月）身体測定
＜午後の部＞
７日（水）お誕生会
１３時３０分〜
14日（木）避難訓練
１５時３０分
26日（火）バンビルーム
お別れ会
※ 町の乳幼児健診の時に、バンビルームの先生がいます。
詳しい内容については、気軽にお問合せ下さい。

編集後記

２０１３年、新しい年の幕開けです…が！今年の雪はすごいですね。
どこもかしこも雪だらけで、皆さんもご苦労されてると思います。毎日の雪の
片付けで痩せるかと思いきや…ついつい「疲れたー」と甘い物をパクパク…
だめですね〜。それでも、とけない雪はないので、春を待ちつつ元気に楽しく
今年もよろしくお願いします。（腰を悪くしないでね。）

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

