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あおもり親楽プログラム
に行ってきました！

日 時：８月１０日 (日)
午前１０時〜（受付９:３０）
場 所：赤石公民館
っと
つながれ
対 象：小学生
あじがさわ
参加費：一家族 ５００円
定 員：３０組（親子で）
昔の人が、 どうやって火を起こしていたか、 みんなで
体験してみよう！青森県立郷土館の先生が、 色々な道
具を持ってきて教えてくれます。 鯵ヶ沢名物 「イカの生
干し」 も作って、 起こした火で焼いて食べるよ〜！
＊雨天の時は、 郷土館の先生に立体折り紙を教えて
もらいます。
締切日：８月４日（月）

お申込み＆お問合せ先
鰺ヶ沢公民館事業実行委員会
TEL＆FAX：72‑2859（中央公民館）
メール：k̲chuo@town.ajigasawa.lg.jp
＊申込みの際、住所、氏名、電話、参加人数
（大人何名・子ども何名）を必ず明記して下さい。

あじ子

火おこし体験

皆さんサポセンゆるキャラあじ子です︒またまた登場
です︒︵なんと二回目︶ 今回あじ子は︑五所川原市の﹁立
佞武多の館﹂にお散歩に行ってきました︒
五所川原市の中心にある﹁立佞武多の館﹂大きな建物
で︑皆さん見たことありますよね︒近いけどなかなか行く
機会って無いですよね〜！あじ子も初めて行きました︒
立佞武多の展示や郷土工芸の手作り体験コーナー︑美術
展示ギャラリー︑展望ラウンジ︑立佞武多の制作所など︑
身近なお祭り﹁立佞武多﹂の魅力を色々知ることが出来ました︒３台常設し
ている立佞武多が間近で︑やっぱり迫力ありました︒今年は︑８月４日〜
８日までのお祭りがあるそうです︒お祭りと一緒に﹁立佞武多の館﹂も楽
しんではいかがでしょうか︒
小さい子と一緒のお祭り見物は︑トイレ
や休憩に困りますよね⁝そんなときも﹁立
佞武多の館﹂が便利ですよ！ お祭りと言
えば・・・・立佞武多の館に﹁赤いリンゴのソ
フトクリーム﹂がありました︒女子高生に
も人気らしいですよ！
館の中

5月３１日（土）、鳴沢公民館であおもり親楽プログラムを開催し
ました。親楽プログラムとは？とわからないと思いますが、子育て
中の親のあるあるエピソードを元に、参加者は経験したことを話
し合い互いに学ぶことで、気持ちが楽になり子育てが楽しくなる
参加型の学習プログラムです。
私が参加したエピソードは、子どもがゲームやおもちゃを
広げっぱなしで片づけがなかなかできないと言う内容でした。
「なぜ片づけができないのでしょう？」という問いに
・片づけが面倒
・お母さんが見かねて片づけてしまう
「あなたがお母さんだったらどうしますか？」という問いに
・子どもの代わりに片づけてしまう
・片づけなかったのでゴミに出すと言って袋に詰める
・場所を決めて自分で片づけさせる
「子どもに家庭での役割を持たせるためには、どのように
工夫したいですか？」という問いに
・片づけの場所を決めて出来たらほめる・助かると言う
（写真右）バルーンアートで
・子どもと一緒に掃除してきれいになったらほめる
子どもたちも大はしゃぎ！
「どんなことに気づきましたか？」という問いに
大人も子どもも楽しめました。
・片づけ出来たらほめて自信を持たせる

︵写真左︶皆さんそれ
ぞれの話に真剣に耳を
傾けていました︒

・感謝の気持ち「ありがとう」と言葉に出す
という意見が出ました。
参加してみて、他人の意見や親子の関わり方を聞け
て、自分自身はどうしたいのか考え整理できたようで
す。子育ては子どもと一生懸命向き合っていたら大丈
夫と言う先輩の意見を聞けて、とても気持ちが楽にな
りました。話し合いをすると子どもの良さ・個性に気
づき関わり方がわかります。親同士の交流もはじまり、
子育ての支え合いが出来ます。他のグループのお父さ
んお母さんも意見を出し合い、交流を深められていま
した。私も参加者も一緒に学ぶ時間を共有出来たこと
に、感謝いたします。ありがとうございます。
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立佞武多の館

ｃ 立佞武多の館

〒０３７−００６３
青森県五所川原市大町２１−１
Tel：０１７３−３８−３２３２（代表）
Fax：０１７３−３８−４６４６
ホームページ：http://www.tachineputa.jp

いただきま〜す

さぽひよ

パンサラダ
夏休みが始まりましたね。
子どもだけでも作れるよ。お昼ご飯にいかがでしょう。

息子がまだ小学校に入学する前に 「今の子供達、
他人の感情を読み取るのが下手」 という話を聞きました。
その話を聞いて、 「あっ ・ ・ ・ ・ 」 と思いました。
私は、 子供を育てながら 「良いお母さん」 「頑張るお
母さん」 「感情に流されないお母さん」 になろうと思って
子供には、 いつも 「にこにこ」 子供に怒っていても、 怒っ
ている感情 （表情） を息子に見せないように頑張っていま
した。 感情や表情よりもコトバで説明して分かって欲しいと
思っていました。 そして、 大人として、 ママとして 「駄目な
感情 （表情） を子供に見せてはいけない！」 と思ってい
たからです。
でも、 子供の一番身近にいる大人が感情を見せないと
子供も色々な表情 （感情） が分らないのかもと思い ・ ・
・ ・ 少しずつ 「だめな感情」 も子供に見せるようになりま
した。 それが最近気づいたら ・ ・ ・ 子供達に向かって怒
る感情ばかりで 「お母さんは、 オニの顔！」 になってい
るかも！ 今度は、 再び 「にこにこお母さん」 を目指さ
なきゃです。 反省しながら寝顔には、 良い言葉が言える
けどやっぱり、 目の前の子供達に素敵なコトバと笑顔を
見せなきゃ〜ですよね！

― 材料

(２人分)

―

から揚げ
６こ
ゆで卵
１こ
フランスパン
１/４本
レタス
１/２こ
パプリカ（赤･黄あわせて） １こ
きゅうり
１本
ミニトマト
１こ
ドレッシング
適宜

― 作り方 ―
①野菜は洗って水分を取り、好みの大きさに切っておく。
②卵は茹でて切っておく。
③パンは一口大にカットし、トースターで焼いておく。
④大きめの器に、野菜を入れ、上にから揚げ ･ ゆで卵・トーストしたパンを
のせミニトマトを飾って出来上がり。お好みのドレッシングをかけて召し上
がってくださいね！ 一皿で、主食・副菜 ･ 主菜がとれます。
＊夏休み中でも、 ふだんと同じく早寝早起きの習慣を崩さないで下さいね。 長いお
休みの時は、 食生活も乱れがち。 主食 ・ 副菜 ･ 主菜をバランス良く、 しっかり食べる
ことが元気のもとになります。 食べることは生きることにつながります。 大切にして
くださいね。

保育所 行事予定表
＜サポセンのお盆休み＞
８月１１日（月）〜２０日（水）

８月 23日（土）
９月 20日（土）

毎月1回 ９時〜１１時

みなみ保育園

TEL：７９−２５３０

８月 4日（月）すいか割り 9:30〜
29日（金）年長児の思い出保育

※８月のサポセンサロンはお休みします。
次回は９月１１日（木）です。お楽しみに〜。

毎月１９日 ９時３０分〜１１時

たていし愛児園 TEL：７２−１２４６

９月 ８日（月）鉄道体験遠足
19日（金）お月見会

かかしっこ デイ

サポセンおすすめ
絵本コーナー

中村保育所

「うまれかわったヘラジカさん」

TEL：７２−２７０４

鰺ヶ沢保育所 TEL：７２−２０６７
毎週月〜金曜日

作 ・ 絵 ： ニコラス ・ オールドランド
出 版 社 ： クレヨンハウス
訳 ： 落合恵子
価
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＜午前の部＞
８時３０分〜
１ １時３０分

自分探しに出たヘラジカさんは、
どんな方法で新しい自分を見つけるか、
ヘラジカさんと一緒に自分探しに出か
けませんか？

お休みです。

＜午後の部＞
１３時３０分〜
１５時３０分
※各行事の詳しい事はバンビルームまでお問合せ下さい。

８月 4日（月）身体測定
１2日（土）避難訓練
20日（水）不審者侵入
避難訓練
28日（水）8月生まれ
お誕生会
９月 ２日（火）濱未来訪問
３日（水）身体測定
８日（月）お月見会
25日（木）9月生まれ
お誕生会
30日（火）避難訓練

編集後記

子供達は待ちに待った夏休みですね！ママにとっては、休めない夏休み。
子供達の宿題を気にしながら、青森の夏祭り、ねぶた・ねぷたなどたくさん
のイベントが盛りだくさん！親子で海や山へGO〜。自然を感じる遊びも夏休
みの楽しい思い出になりますね。

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

