鶴ヶ谷希望園 子育て支援センターだより No.１３６

朝夕と涼しく感じられる日が増えてきましたが、日中はまだまだ暑い日も多いで
すね。朝夕と日中の気温差で、体調を崩しやすくなってくる時期です。近隣では、も
うインフルエンザが少しずつ流行してきているようです。手洗い・うがいが一番の予
防法ですので、ご家庭でも意識して取り組んでいただければと思います。
鶴ヶ谷希望園では、運動会に向けて元気いっぱい運動遊びやお遊戯
に取り組んでいるところです。運動会当日は、未就園児のかけっこの競
技もありますので、是非遊びに来てくださいね！１０月１６日（月）は、
地域のお友達の運動会「ラブリー運動会」を開催します！！園庭
を貸し切って、０歳から６歳までのお友達が楽しめる競技を
用意します！是非元気な姿を見せに希望園に遊びに来てくださいね。
担当 吉野・古里

第９回ラブリーデーは、２歳以上のお友達を対象に開催しました。まずは、体操やあそび歌、触れ
合い遊び、ストップゲームで元気いっぱい身体を動かしました！新しく取り入れた「チュンチュン
ワールド」という体操は、初めてにも関わらず、保育士が踊る姿を見て一生懸命真似をしてくれたお
友達！お母さん方も楽しそうに身体を動かしてくれていたので嬉しかったです！身体を動かすとリフ
レッシュにもなりますよね！！“音楽が止まったらその場で止まる”というストップゲームでは、
「少し難しいかな～？」と思いきや、よく耳で聞いてその場で固まることも出来ていて驚きました♪
なかなか集団遊びをする機会もないので、これからも様々なゲームを取り入れていけたらいいなと思っていま
す。今回は、「太鼓」「トライアングル」「カスタネット」「鈴」などの楽器を用意して、音あてゲームもしました。まずは、
楽器の紹介！鈴や太鼓は知っているお友達が多かったものの、初めて目にする楽器もあり、目を丸くして見ているお友達の姿も
見られていました。楽器が新鮮だったようで、「とらいあんぐる」「まらかす」などと名前と音を覚えて答えてくれた
お友達や、興味を示して鳴らしてみようとするお友達の姿も見られていましたよ。今回は、身近な物を使って「マラカ
ス＆ギロ」を作りました。集中してペットボトルに小豆を入れたり、好きな色のシールを貼ったりしてオリジナルの楽
器を完成させていました。最後は、「おもちゃのチャチャチャ」に合わせてみんなで演奏をしました。曲に合わせてマ
ラカスで音を鳴らしたり、割りばしを使ってギロにして音を鳴らしたりとノリノリで演奏をし、嬉しそうに楽器を鳴ら
して帰っていた姿が見られ、嬉しかったです！

第１０回のラブリーデーは、０～１歳のお友達を対象に開催しました。少人数でのラブリーデーで
したが、その分ゆったりと身体を動かしたり、関わったりすることが出来ました！体操や触れ合い遊
びでスキンシップを楽しんだり、「おもちゃのチャチャチャ」の曲に合わせてお友達を抱っこしなが
らリズムに合わせて身体を動かしたりしました。「アイアイ」の曲に合わせた触れ合い遊びでは、お
友達と向き合って一緒に手を動かしたり、タッチをしたりして親子で目と目を合わせて楽しめる幸せ
なひと時となっていました。なかなか普段関わっているつもりでも、目と目を合わせてゆっくり関わ
るという時間が少なかったり、なかったりすると思いますので、知っている曲で簡単な触れ合い遊びを楽し
み、親子で幸せな時間を過ごして下さい♪今回は、でんぷん糊を使って「コスモスペンダント」を作りました。なかなか使う機会
がないものですが、興味を持って触ったり塗ったりする姿が見られていました。様々な素材、用具を使う機会をど
んどん取り入れることが出来たらいいなと思っています！活動後には、ハイハイランドというマットを用意して遊
びました。おやつを食べ、まだまだ元気な子ども達は、登ったりくぐったりつかまり立ちをしたりと活発に身体を
動かして遊んでいましたよ！なかなかお家では、のびのびと遊ばせてあげられない…という時には是非希望園に遊
びに来て下さいね！
ラブリーデーで副園長先生が紹介してくださった絵
本です！是非読んでみてください。

いのちのまつり
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サンマーク出版

お母 さんと お腹 の中で 繋が ってい たこ
と、お母さんはおばあちゃんと繋がってい
たこと。おばあちゃんはひいおばあちゃん
と繋がっていたこと…ご先祖様がいるから
こそ、私たちが今生きていること。当たり
前のことですが、とても大切なことですよ
ね。お子さんに読み聞かせをするのもいい
ですが、お家の方が読む一冊としてもいい
絵本です。誰も一人じゃないということ、
命の大切さを改めて実感する絵本。なかな
か 普 段 伝 え る こ と が で き な い「あ り が と
う」の気持ちを素直に伝えるということも
大切ですよね。どうぞご家族で読んでみて
くださいね！

晴れた日には希望園の園庭で遊びませんか？雨の日
は、室内でも遊ぶことが出来ます！同じ年齢の在園の
お友達とも関わる事ができますよ。どうぞお気軽に親
子で遊びにいらしてくださいね。
先生と話したいな…ちょっと話を聞いてほしいな…
というお家の方も是非希望園に来て下さい。
☆開放日：月曜日～金曜日
☆時間：１０時～１２時 １５時～１７時
※園の行事で使用できない時間もありますので、事前
に電話でお問い合わせください。
（担当がサークル支援に出掛けてている場
合でも、園庭で遊ぶ事はできます。）

〈材料〉（４人分）
パプリカ
２５ｇ
サラダ油
大さじ１/２
牛乳
５０ｃｃ
砂糖
小さじ２
ホットケーキミックス ５０ｇ

〈材料〉（４人分）
もめん豆腐 １/２丁
（２００ｇ）
小麦粉 適宜
サラダ油 適宜
塩 少々
青のり 少々
カレー粉 少々

〈作り方〉
①パプリカはヘタと種を取ってスライスする。
②フライパンにサラ ダ油を しいて、パプリカを炒め
る。しんなりしたら火を止めて５分程そのまま置い
ておく。
③②と牛乳、砂糖をミキサーに入れる。
④③とホットケーキミックスをボウルに入れ、混ぜ合
わせる。
⑤④の生地をアルミカップなどに流し入れ、蒸し器で
１０～１３分蒸す。

〈材料〉（４人分）
～プリン～
牛乳 ２００ｃｃ
砂糖 大さじ２
塩 １つまみ
ゼラチン ５ｇ
ゼラチン用の水 大さじ２
～人参ジャム～
人参 １００ｇ（小１本）
砂糖 ４０ｇ
レモン汁 大さじ１
水 適量

〈作り方〉
①豆腐の水切りをしておく。
②包丁で好みの形に切り、小麦粉をまぶす。（細めの
方が味も食感もポテトのようになる。）
③１７０℃～１８０℃の油で、きつね色になるまで揚
げる。
④いい色に揚がったら、熱いうちに塩と青のりやカ
レー粉をふりかける。

おやつは時間と量を決めましょう！！
子どもの胃は１回に入る量が少なく、３回の食事だけでは必要な量がとれません。そのた
め、おやつでエネルギーや栄養、水分を補うことが大切です。
おやつの回数は、１回の食事量がまだ少ない１歳～２歳は、午前と午後の２回。ただし、
朝が遅かったり、小食でなかなか食べてくれない場合は、午前は水分補給の飲み物やヨーグ
ルトなどでも大丈夫です。３歳を過ぎ、１回の食事で食べる量が増えてきたらおやつは、午
後の１回にしましょう。

☆ラブリー運動会☆１０月１６日（月）

日

駐車場：なし

時間：10：00～11：30 対象：０～６歳のお友達
０歳から６歳まで楽しめる競技を用意してお待ちしています！
是非ご家族で参加してください！！

１

〈作り方〉
～プリン～
①水にゼラチンをふり入れて、ふやかしておく。
②鍋に牛乳、砂糖、塩を入れて沸騰寸前まで温め、①のゼラチ
ンを入れて溶かす。
③型に入れて、粗熱が取れたら冷蔵庫で２時間以上冷やし固め
る。
～人参ジャム～
①人参を適当な大きさに切り、やわらかくなるまでゆでる。
②箸がかるく通るくらいになったら、人参と同量のゆで汁を加
えてミキサーにかける。
③②を鍋にうつし、砂糖を加えて火にかける。
④砂糖が溶けてゆるいとろみがついたら、レモン汁を加えて火
を消す。
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☆芋煮会☆

１０月２０日（金）

駐車場：なし

時間：10：00～11：30 対象：０～６歳のお友達
希望園の園庭で芋煮を作ります！！在園のお友達と一緒に美味し
い芋煮を食べましょう！！

☆料理教室☆

１０月２４日（火）

８

１５

希望園の運動会、ラブリー運動会、芋煮会は、園庭で行うため、
駐車場がありません。公共交通機関又は、有料駐車場のご利用の
ご協力をよろしくお願いします。

☆育児講座のお知らせ☆１１月４日（土）１０時～１１時半
駐車場：あり 託児：あり 「幼児救命救急法」
講師の先生をお招きして、人工呼吸や心肺蘇生法はもちろんのこ
と、誤飲除去法や止血の仕方なども教えていただきます。大切な
お子さんの命を守るため、ご家族で是非ご参加ください！！
どのイベントも予約が必要で
す。またキャンセルの際もご
連絡下さい！

今しかないこの可愛い時
期、そ し て 大 切 な 時 期 を
楽しく子育てできるよう
にお手伝いさせてくださ
い！
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１０月１４日（土）は、鶴ヶ谷希望園の運動会です。プログラム
の中に、未就園児のお友達対象のかけっこがありますので、是非
ご参加下さい。
※雨天や小雨時にプログラムの変更があります。※駐車場：なし
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１０
体育の日

駐車場：あり

時間：10：00～11：30 「秋の味覚を味わおう！」
定員／１０組
※託児あり
◎初めての方優先です！
希望園の栄養士による料理教室です。食事作りについて相談する
こともできます！託児もありますので、保育士やお母さんたちと
おしゃべりしながら、お料理を楽しみましょう！
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☆サークル支援☆ 今月は、３つのサークル支援を予定しています。午前中
は、担当が不在となりますが、園庭では遊ぶ事は可能です。園にお越しの際は、
事前に電話での連絡をお願いします。

☆アクセス方法☆
・地下鉄「旭ヶ丘駅」より鶴ヶ谷方面のバスに乗車し「鶴谷特別支援学校前」で降車。徒
歩約３分。
・仙台駅から「鶴ヶ谷七丁目」行きに乗車。「鶴ヶ谷五丁目」で降車し徒歩５分。または
「鶴谷特別支援学校前」で降車。徒歩約３分。

子育て中のちょっとした疑問、悩みなど、お気軽にお電話下さい。なかなか直接
相談しづらい…話を聞いてほしい！！という時にも、育児相談ダイヤルがありま
すので、お電話下さい。直接担当と話がしたい！！という方は、子育てサロンに
遊びに来て下さいね☆

育児相談ダイヤル ３８８－４０８８

