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九月一日︵日︶︑
山村開発センター
で木育広場を開催
しました︒
たくさんの木のお
もちゃが広げられた
空間は︑とても良い
木の香りが漂い︑そ
こにいるだけでも癒されました︒
木のおもちゃは︑とても触れた感じが優しく︑ぬくもりが
ありますね︒そして︑細かいところに工夫が凝らしてあるの
で︑一つのおもちゃに夢中に
なって遊んでいる小さいお友
達もいました︒
女の子に人気だったのは︑
小さなキッチン︒まな板で野菜
を切ったり︑お弁当を詰めてい
ました︒同じ形の積み木を︑工
夫して高く積み上げていた男
の子もいました︒
積み木や︑丸いたくさんの玉︒
シンプルなおもちゃであれば
あるほど︑自由な発想でいく通
りもの遊び方ができちゃいま
す！遊びに来てくれた皆さん︑
ありがとうございました︒

もくいくひろば

もう一度遊ぼうよ！

木育キャラバン

in 弘前・白神

i n あ じが さ わ

主催：鰺ヶ沢町子ども読書活動推進委員会

後援：鰺ヶ沢町教育委員会

「なつかしー 昔っこ
みんなで きぐべし！」
＊ 10 月のサポセンサロン＊
〜津軽弁の語り〜
読み聞かせ講習会
「ベビ ーマッ サージ で赤 ちゃ ん も
場所
10月 5日（土）１０：００〜１６：００
6日（日）１０：００〜１５：００ ヒロロ３F

ママもリラ ッ クス！ 」
ベビーマッサージはママが赤ちゃんに行う
マッサージです。愛情のタッチすることで、
赤ちゃんとママがリラックスし、親子の絆を深める効果
があります。 是非一度、体験してみませんか？

と き：1

０月 ３日 （月） １０時〜１５時

※ベビーマッサージの時間は１０時から１２時まで

場
講

所 ： 中央 公民館 ２階 和室
師：新岡 依子さん
母子支援センター 母子支援専門員
参 加 費 ： 無料
持 ち 物：バスタオル・オムツ・ミルク
対
象：生後２ヶ月〜はいはい時期ぐらいまで
申込締切：１０月１日（火）まで
< こんな時はできません >
①赤ちゃんの体調が悪い、病気の症状が
ある場合、機嫌が悪い。
②接種後７２時間以内。
③日焼けや頭を強く打った日。

【ベビーマッサージのご予約・お問合せ】
鰺ヶ沢町福祉衛生課 母子支援センター
TEL：０１７３−７２−２１１１（内線３００・３０１）

日 時：

参加無
料
１０月１４日 （月）
１０時〜１１時３０分

場 所： 中央公民館 二階 大会議室
講 師： 対馬 てみ 氏
対 象： 読み聞かせボランティア、保育士、教師等
読み聞かせに携わっている人及び、
読み聞かせに関心のある方。
申込み締切り： １０月１０日（木）

※託児あり

＜申込み先＞
鰺ヶ沢教育委員会
教育課 社会教育班 ７２−２111 （内線３３３）
対馬 てみ 氏
平成８年から夏休みラジオ体操会場において「潮風お話し会」
と名打ってお話し会をスタートされました。青森県立美術館主催の
演劇「津軽」に出演。また、｢おはなしフェスタ｣でお話し会を開催
されるなど他方面で活躍されています。

安産のための低カロリー食と
簡単離乳食の調理教室
開催日：平成２５年１０月９日（水）

１０時〜１３時
場 所：舞戸公民館（パル 2 階） 調理室・和室
参加費：300 円
持参するもの：エプロン・三角巾・お米 0.5 合
対象者：妊娠中や産後の体重コントロールが必要
な方・乳幼児のパパやママ
〆切：１０月７日（月）まで
電話でお願いします。
※アレルギーのあるお子さんは事前に
お知らせ下さい。
※託児あります。 ぜひ、 お子様を連れて
きてね！おむつ ・ ミルク ・ バスタオル ・
おもちゃ （名前をつけて） は、 ご持参下さい。

＜舞戸保育所 作品展・バザー＞
１０月２０日（日）９：３０〜１４：００
子ども達の作った作品が展示されています。
父母の会のバザー・軽食コーナーもあります
ので、ご近所お誘い合わせの上、多数おい
で下さい。

＜学習発表会＞
舞戸小学校 １０月２６日（土）
西海小学校 １０月２６日（土）
＜鰺中祭＞
１０月２０日（日）

町役場福祉衛生課 母子支援センター
TEL: ７２−２１１１ 内線３００・３０１
担当者：中嶋・新岡

「きたー。いでー。さすって。」
「さすり過ぎて、そこ痛い。さわん
ないで。」と、言いたい放題の娘に
振り回された二日二晩。
やっと産まれた時には、嬉しい
より、さっぱどしたという感覚が先でしたね。自分が
産む方が気分的に楽だった!
周りの方々に、
「孫さん誕生おめでとう。めごいべ。」
と良く言われますが、手を掛ける度に「そうでなくて。
こうして」と、またまた娘に怒られる私。わがままな娘
の様に思われますが、産み方育て方が違うんですよね。
３人育ててベテランだと自負していましたが、学び
直し。２０年過ぎて生活の様子も変わりましたよね。
自動給湯器・全自動の洗濯機。私は産後一ヶ月は水仕
事しないで寝てばっかりでしたが、娘は退院した次の
日から家事をしていました。夫婦２人で頑張るんだそ
うです。はらはらしながらも見守るしか出来ないババ
です。
もう少しで一ヶ月。ぐずぐずまんの赤ちゃんに、ね
む〜いとぼやきながら、まだ母としての実感のない我
娘が、母として成長していくのを楽しみにしながら、
「ババ」以外の呼ばせ方を考え中の、今日も盛岡に走る
バカ親でした。

保育園
行事予定表
10月 ９日（水）
23日（水）
11月 13日（水）
27日（水）

第２・４水曜日９時〜１１時

みなみ保育園

TEL：７９−２５３０

毎月１９日９時３０分〜１１時

たていし愛児園 TEL：７２−１２４６

10月25日（金）イモやき会
10月31日（木）ハロウィンごっこ
11月 1日（金）七五三宮参り

かかしっこ デイ
中村保育所

10月 12日（土）
11月 9日（土）

TEL：７２−２７０４

１0月
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

１日（火）身体測定
３日（木）おでかけネット
（大高山運動公園）
８日（火）お誕生会
１６日（水）グッドママスクール
２２日（火）避難訓練
３１日（木）お店やさんごっこ

11月

※ 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。

６日（水）身体測定
１３日（水）七五三のお祝い
１９日（火）避難訓練
２７日（水）お誕生会

編集後記

季節はすっかり秋。空がより高くなり、しのぎやすい頃となりました。
アウトドアが気持ちいい季節、澄んだ空気の中新しいスポーツに
チャレンジしてみるのもいいかも？ 「読書の秋」「スポーツの秋」
「食欲の秋」を思う存分満喫しよう！

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

