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どんなところ

︵
サポセンから︶

「GO！ GO！ リト ミ ッ ク」

気になる行為が見られたら︑その場で教えてあげる
のが一番です︒そこのお家で︑して欲しくないことや︑

と き ： １ ２ 月１ １ 日

（木）
１ ０ 時〜１ ５ 時

※ リ ト ミッ クは １０ : ３０か らで す。

あじ子

読み聞かせ会からのお知らせ

12月から拠点館での読み聞かせ会は、
「No ゲーム、No テレビ、読書Day」に行います。
みんなで拠点館にきてね！

de
G
O

あじ子です︒皆さん舞戸小学校と西海小学校に絵本の読み
聞かせのグループがあること知ってますか？
舞戸小学校には︑﹁ピース﹂西海小学校には︑﹁さざなみ﹂と
言うグループがあって︑月に一度絵本の読み聞かせを小学校
の児童にしています︒
２つのグループの活動は︑小学校での読み聞かせだけでは
無く︑一緒に集まって大型の切り絵やペープサートの制作を
し︑お話を練習して︑本格的なお話にして舞戸小学校や西海小
学校の子供達に楽しんでもらうという活動もしています︒
あじ子も参加してみようかな〜♪ 皆さんも興味がありま
したら活動に参加してみませんか？ いつでも協力してくだ
さる方を募集しているそうです︒
絵本を読むのが苦手な方︑制作だけの参
加も大歓迎！ 参加してくれる方︑サポセ
ンに連絡下さ〜い！

親子で音楽ふれあい体験しませんか？

講 師 ： リ ト ミッ ク研 究セ ン ター指導者 中 濱 里 美 子 さん
場 所 ： 中 央公民 館２階 和室
参 加 費 ： ３００円
※ 1 月の サポ セ ン サロ ン は 1 月１９日 （ 月 ） で す。

︵読者から︶

＊ 12 月のサポセンサロン＊

守って欲しいルールについては︑伝えなければ分かりま
そうですね︒とても大切な
せんからね︒
ことだと思います︒各家庭で
ルールは違うもの︒でも︑遊び
に行った先のルールに従うのが︑
大人としての行動かと思いま
す︒なので︑子ども自身に教
えてあげる必要がありますね︒そして︑まずはご
自分の家庭の中でできるようになって欲しいです︒
自分の家でできるようになれば︑よそにお邪魔
した時も︑自然にできるようになると思います︒
例えば︑各家庭で食事の時間などはまちまち
ですよね︒一般的にはお昼ご飯の時間は十二時
前後だと思いますので︑その時間は避けて伺う
ように︑お家の方が教えてあげてください︒子ど
もは︑少しでも長く遊びたい一心なので︑時間ま
で気にしていないかもしれませんから︒親御さん
でなくても教えることはできますよね︒

サポセンの活動に「サポセン子育てサロン」があります。
「サロン」では、ママ達の憩いの場、子供達の遊びの場を提
供することを目的（目標）としています。
６月・７月・９月は、「Ma〜maお茶会」ゆっくりのんびりお茶
会をしました。１０月は、「GOGO リトミック」（リトミック研究セ
ンター指導者 中濱里美子先生）＆ハロウィンパーティー
(子供達とプチ仮装をして支援センターにお菓子を貰いに行
きました）を開催しました。
１１月も「GOGO リトミック
パート２」しましたよ〜。親子５
組の参加がありました。
毎日の子育て、ど〜ですか？
楽しくおおらかな子育てに希望
を持って妊娠期間を過ごした
私は、産まれてからの子育ての
現実にビックリ！
２４時間３６５日休むことの無
い育児、気持ちも身体も大変で
した。そんな時に周りの子育て
ママの存在が救いになり、支え
になりました。サポセンサロンは、
毎日の子育ての小さな支えになる場所になりたいです。
サロンの予定は、「ほっとタイム」やパル・K２にあるサポセン
のお知らせボードチラシなどでお知らせしています。遊びに来
てみませんか〜！サロンに参加してちょっとの幸せを感じて
貰えると嬉しいです。

子ども達の友達付き合いについてです︒
ある日︑
仕事から帰ると︑
お昼ご飯もまだな
のに︑
息子の友達が遊びに来ていました︒
そ
の子は︑
もうお家でお昼ご飯を済ませてきた
とのこと︒
わが家では︑
これからご飯を食べ
る事になるのに︑
その場にいられると気まず
かったりします︒
家に子どもの友達が遊びに
来るのはいいのですが︑
遊びに来た子に
﹁友
達の家で遊ぶルール﹂
を教えるにはどうした
らいいのでしょう︒
例えばトイレを借りる時︑
その子は
﹁借り
ます﹂
の一言もなくトイレ
に入りました︒
靴の脱ぎ方や
遊んだオモチャの片付け︑
食べたおやつのゴミの処理
などなど︑﹁細かい！﹂
とは︑
思いますが︑
この一言って
大事なことだと思います︒

サポセンサロンって？

さぽひよ

お父さんのつぶやき

中学生の娘がこのごろ父の私に対して冷たいんです。 話か
けても 「うん」 とか気のない返事。
今年も残り一ヶ月。早いですね〜。子供達は、待ちに
この間なんか 「うるさい」 と言われ嫌がられました。
待った冬休み！クリスマスやお正月など楽しみもいっぱい
楽しく会話したいのですが、 妻に話すと思春期は
ですよね。クリスマスまで「良い子にしないとサンタさん来な 娘が父親を避けるのは本能だからしょうがないと
いよ！」の決めぜりふで、良い子になってくるけど・・・終わる
言われました。 うまく会話できなくても当然と思った
とまた大変ですよね(サンタさんの威力すごい！サンタさん
ほうが楽だよということかな。
に感謝です)
嫌そうな反応されても、 親子の会話を持ちた
クリスマスの朝プレゼントを見つけて
い！今はガマンの時期です。 あたたかいまなざしを届けます。
「良い子にしてたから♪」の満足した
どや顔。こちらまで嬉しくなりますが、
その後「ママには今年もプレゼント無
いね！怒ってばっかりの悪い子だったか
らね」「残念でした」と言われて、あっそんなに怒ってばっ
かりの悪いお母さんだったかと反省してしまいました。
今年は、ママも良い子にしてるからサンタさんプレゼント
お願いします〜♪
っと
つながれ
あじがさわ

サポセン冬休みのお知らせ

１２月１９日（金）〜
１月１４日（水）

〜未来へつなげる ふるさとの味〜

保育園 行事予定表

郷土料理 教室

12 月 21日（日）９:00〜12:00

基本から
やってみよう！

舞戸保育所

〜 献立は「けの汁とイカ飯」〜

TEL：７２−２２７７

日 時：１２月１７日 (水)
午前１０時〜（受付９:３０）
場 所：舞戸公民館
対 象：どなたでも
参加費：３００円
定 員：１５人

締切日：１２月８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
。

午前９時〜１１時

舞戸公民館大ホールにて
うた・楽奏・おゆうぎを、元気いっぱい発表
します。子どもたちの頑張りをぜひ見に来
て下さい。見学自由です！

12月 13日（土）
1月 10日（土）

TEL：７９−２５３０
12月 13日（土）おゆうぎ会

毎月１９日９時３０分〜１１時

たていし愛児園 TEL：７２−１２４６

かかしっこ デイ

持ち物：エプロン・三角巾
昔から鰺ヶ沢に伝わる伝統料理を
おばあちゃんからママたちへ。
みんなで作って食べてみよう！

毎月１回

みなみ保育園

クリスマスおゆうぎ会

中村保育所

託児あり

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
＜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。

舞戸公民館にて

20日（土）クリスマス会
12月 ６日（土）
クリスマスおゆうぎ会
24日（土）
１月の予定は未定です。
12月 2日（火）身体測定
３日（水）12月生まれお誕生会
４日（木）避難訓練
13日（土）鰺ヶ沢保育所
クリスマスお遊戯会
16日（火）クリスマス会
17日（水）鰺ヶ沢保育所
おもちつき会
1月 ７日（水）身体測定
15日（木）新年お楽しみ会
20日（火）避難訓練
22日（木）1月生まれお誕生会

編集後記

今年も残り一ヶ月。早いですね〜。あっという間に冬休み！！
子供達は、クリスマスにお正月楽しい事いっぱいで色々生活
リズムも狂いがちになることも多いですよね〜。楽しみながら
体調も気をつけたいですね！

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

