2018 年 子育て支援センターだより

初夏の陽ざしがまぶしい季節となりました。6 月 1 日からは衣替えです。服装は、その日の気温に合わせて調整しましょう。
また、梅雨の季節は、湿度も気温も高く、食中毒への十分な注意が必要です。食事の前はしっかりと手洗いをして清潔を心がける
とともに、食材の取扱や調理の仕方に気をつけて、調理したものは早めに食べましょう！

６月の行事予定表
日

月

火

水

木

4

5

6

休館日

7

すくすくタイム

１１：３０～
折り紙を折って遊びましょう
（予約不要）

11

12

9

13

１０：００～１１：００
テーマ
保健師・歯科衛生士・保
育士がいます 気軽に遊
びに来てね。（予約不要）

15

16

「歯のお話と歯磨き指導」

14

土曜開館日
ぷれママ教室
10：00～11：30
妊娠・出産・育児に備える
パパやママ対象の教室で
す。（予約は℡42-4887ま
で）

あいらんど
季節の遊び講座

あいあいクラブ

１０：００～１１：３０

１０：００～１１：００

『運動会ごっごをしよう』
参加費：２００円
定員：２５人
申込開始：5/30～

17
休館日

18

19

休館日
受講者のみ

20

21

22

23

あいらんど
はっぴーメモリアル

ぴよぴよ広場

１１：００～

１０：００～１１：３０

１１：２０～

１歳児・2歳児(H28.4.2以降
生まれ～1歳の誕生月を迎
えた子）の乳幼児とママで
楽しく過ごしましょう。（予約
不要）

季節の保健情報(熱 中 症
について）をお伝えしま
す。乳児の身体計測もで
きます。
【 の びの びタイム】
身長や体重を測るよ！
（一人で立てる子が対象）

満２・３・４歳（６月生まれ）
のお友達をみんなでお祝い
しましょう♪（予約不要）
誕生児さんは、10時30分
までに来てね。
（未就園児対象）

24
休館日

8

あいらんど
折り紙遊び

10
休館日

土
2

あいらんど

「あいらんど」は、平日と
第2・4土曜日10時から16時30分
まで開いています。
都合の良い時間に遊びにきてね。
お待ちしています。

3
休館日

金
1

25

26

27

プチ保健講座

28

土曜開館日

29

30

あいらんど
プチらんど

きらきらバースディ

赤ちゃん広場

１０：００～１１：００

９：３０～１１：３０

１０：００～１１：３０

満１歳（平成２９年７月生ま
れ）のお誕生会をしましょ
う！ （出席か欠席の連絡を
お願いします）

1歳までの赤ちゃんとママ
で楽しく過ごしましょう！
身体計測もできます。
（予約不要）

”民生委員さんと遊ぼう”
「七夕飾りを作ろう」
場所：東円堂公民館
（予約不要）

休館日

あいらんどの毎日のスケジュール
10：00 午前の部 オープン
自由あそび
11：15 お片付け
11：20 親子あそび
12：00 午前の部 終了
（★ランチタイム 12：00～13：30）
13：00 午後の部 オープン
自由あそび
16：15 お片付
16：30 午後の部 終了
※あいらんどは、月曜日から金曜日の毎日
と第２、４土曜日に開館しています。

《はっぴーメモリアル》3 歳
4 月生まれのお友だちお誕生日おめでとう！
！

愛荘町子育て支援センターあいっ子
〒529-1234 愛荘町安孫子 811-1
（TEL）37-8058（FAX） 37-8950

～親子あそびの内容～
月；体操＆ちいさなおはなしかい
火；体操＆親子ふれあいあそび
水；体操＆絵本のじかん
木； 体操＆うたあそび
金； 体操＆親子ふれあいあそび
※ぴかぴかタイムも週に１回行っています。
センタ
ーの行事の都合上変更あり

○●４月の折り紙遊び●○
みんなで、たんぽぽを
折ったよ！

プチらんど
「七夕飾りを作ろう！」
☆運動会ごっごをしよう！☆
～みんなで体を動かして遊ぼう～
日 時；6 月 12 日（火）10 時～11 時 30 分
場 所；子育て支援センター
あいっ子 2 階
参加費：200 円
定員：25 人
申込開始：5 月 30 日（水）9 時～

民生（主任児童）委員さんと一緒に遊ぼう！

日時；6 月 25 日（月）10 時から 11 時
場所；東円堂公民館
《予約不要》
※出張ひろばです。
みんな遊びに来てね

すくすくタイム
❤6 月のうたあそび

❤

◆◇ とけいのうた ◇◆
1.

コチコチカッチン おとけいさん
コチコチカッチン うごいてる
こどものはりと おとなのはりと
こんにちは さようなら
コチコチカッチン さようなら
2. コチコチカッチン おとけいさん
コチコチカッチン うごいてる
こどもがぴょこり おとながぴょこり
こんにちは さようなら
コチコチカッチン さようなら

★歯科衛生士による、子どもの歯についての話しです。
子どもの歯のケアについて話しを聞き、むし歯のない
きれいな歯で過ごしましょう。歯磨き指導もあるよ！
質問タイムもあるので、ぜひ参加してください。
（予約不要）
日時：6 月 8 日（金）10 時～11 時
場所：子育て支援センター
あいっ子 2 階
テーマ：「歯のお話と歯磨き指導」
※ いつも使っている子どもの歯ブラシ
とコップを持ってきてね！

「イヤイヤ期」は自我の育ちのスタート
２歳ごろになると、「イヤイヤ期」と呼ばれる第一次反抗期が
訪れます。“自分の思い”が芽生え、それを主張できるようにな
った成長の証し。まさにこれから自我が育っていく第一段階とい
えます。
子どもは、イヤイヤ期を通じて他者とぶつかることで、自他の
違いに気づき、自分が自分であることの意識を深めていきます。
そして信頼できる大人（保護者等）に他者とのぶつかり合いの仲
立ちをしてもらいながら、自分を表現する力や他者と共に生きる
ために必要な“折り合い”をつける力を身につけていきます。
２歳前後の子どもには、「自分で！」「やりたい！」という思
いが芽生えていきます。同時に、他者に自分の思いを伝えて、要
求を通したい、という欲求も強まりますが、まだ倫理的に話せる
ほど言葉の発達が十分ではありません。そのため、さまざまな思
いが「イヤ」「だめ」という短いことばとなって出てきます。芽
生えた自我に、運動機能や言語面での発達が密接に関わり、イヤ
イヤとなって現れるのがおおむねこの時期なのです。（保育雑誌より）

さううさｓａｓａｓ
乳児（1 歳まで）を対象とした参加者同士の自由な
ｓａｓａｋ受付
交流の場です。親子遊びやグループトークなど、希
望者には身体計測や育児相談を実施します。
助産師・保健師・保育士がいます。
気軽に参加してね！
毎月１回開催しています。

今月は、６月２９日（金）
10 時から 11 時 30 分です。
※予約不要（気軽に参加してね）

