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台風９号が通過してから、朝夕の風に秋を感じるようになりました。台風１０号は接近前
から色々な対策を行い、被害も少なく安心しました。今後も命を守ることを最優先に活動し
ていきたいと思います。
秋になり、気候がよくなると、自然の中でいっぱい遊びたいですね。戸外でも三密を避け、
感染予防を心掛けましょう。
○さくらんぼルーム参加には登録が必要です。
１０月

月

火

は１０月生まれの子の誕生祝いをします。
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中川公民館
こっころ♡
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田野保育所 中川さくら保育園 丹原保育所
(子育て巡回相談) (子育て巡回相談) (子育て巡回相談)
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３０

子育て相談
なかよし広場
10：00～12：00 東予運動公園
船戸智寿子先生 10:00~11:30
＊さくらんぼルーム①…みんなで遊ぼう
＊さくらんぼルーム②…おみこしを作ろう…お絵描きをしたり、お花を飾ったりしておみこ
しを作ります。地方祭を実施できない地域が多いので、さくらんぼで『わっしょい、わっ
しょい』お祭り気分を味わえるよう、はっぴのある方は持って来てください。
(今年はさくらんぼでの貸し出しはありません。)
＊みんな！あつまれ！…子育て支援巡回相談…子育てで心配なことを相談してみましょう。
特別支援教育士スーパーバイザー渡部徹先生、ウイングサポートセンター職員、地域の小
学校の先生、地域担当の保健師が参加しています。どんなことでも相談に応じます。
＊なかよし広場…集合場所：砂場前 持ってくる物：お茶・シート・ベビーカーなど必要な
もの （登録していない方の参加も OK です。）
…さくらんぼのお部屋で遊べます。9:30～12:00 14:00～16:00

今月の食育
おすすめレシピ

健診のお知らせ

秋です‼サツマイモの美味しい季節です。さつ
ま芋を使った離乳食を紹介します。
さつまいもと豆腐のお焼き：離乳食中期～
材料：豆腐 半丁
さつまいも 中１/2 本
鶏ひき肉 ５０g
片栗粉 大さじ１
作り方：
①サツマイモは適当な大きさに切り、アク抜き
をしてから柔らかく茹でる。（レンジでチン
でも OK）
②ボウルに材料のすべてを入れてよく混ぜる。
③フライパンに薄く油を敷き、スプーンで一口
大に落として弱火で焼く。
④焼き目がついたらひっくり返して裏面も焼
く。
＊手づかみ食べにちょうどいいですね。

今月の絵本
『すっぽんぽんのはだかんぼう』
作：植垣

３カ月児健診

10 月 27 日（丹原保健センター）
令和 2 年 6 月・7 月生まれ対象

１歳６カ月児健診 10月 21 日（東予保健センター）
平成 31 年 3 月生まれ対象

３歳児健診

10 月 6 日（東予保健センター）
平成 29 年 3 月生まれ対象

ハピすく相談室

10月 29 日（丹原保健センター）

＊母子手帳・バスタオルを持って参加してください。
詳しくは、西条市 HP をご覧ください。

今月のわらべうた

いちり

にり

さんり

しりしりしりしり

歩子

出版社：白泉社

＊足首、膝、足の付け根を順に軽く揺らして

バナナちゃん、りんごちゃん、

いきます。

みかんちゃんにくりくん。洋服

『しりしりしりしり』でお尻をくすぐり

脱いで、「すっぽんぽん」

子どもたちに身近

な果物がたくさん出てきます。季節的にも実物

ましょう。

を見ながら、絵本の世界と一緒に楽しみましょ
う。言葉のリズムも楽しいので、繰り返し読ん

子育て相談

であげることで、これから言葉につながってい
１０月２４日（土）

きますね。

ハートフル・ママ
フラワーアレンジメント
１０月１日（木）
10：00～11：30
中川公民館

2Ｆホール

今年度第二回目のハートフル・ママはフラワ
ーアレンジメントです。バラの花で、自分の
思いのままにアレンジメントしてみましょ
う。講師はさくらんぼスタッフです。
＊子どもがその場に慣れるまで少し親子で遊
びます。9:50 までに参加してください。
＊準備の都合、先着１０組とさせていただき
ます。
＊ハートフル・ママ＝優しさがあふれている、
愛に満ちているママという意味です。時に
は心に栄養補給をしましょう。

10:００～１２:００
場所：中川さくら保育園
子育て支援センターさくらんぼ
カウンセラー船戸智寿子先生による子育て
相談です。子育てで困っていること、悩んで
いることについて、話を聞いてもらいません
か？今まで相談を受けた保護者の皆さん、

『話してみて良かった。』
『明日から頑張れ
そう。』という感想を聞かせてくださいま
した。一人で抱えず、まず相談を…秘密は
厳守されます。申し込みが必要です。
申し込み先：さくらんぼ
電話 0898-73-2141
＊なお、定員に達した場合は、違う場所で
の相談になります。

新型コロナウイルス感染拡大防止対策についてお願い
○支援センター『さくらんぼ』を利用する時は、事前に自宅にて親子とも検温をしてから
来てください。
（37.5℃以上の発熱があった場合、また熱がなくても息苦しさ・強いだ
るさ、軽度であっても咳・咽頭痛などの症状がある場合は利用を控えてください。）
○過去２週間以内に感染が引き続き拡大している国・地域への訪問歴がある場合も利用を
控えてください。
○利用者の氏名、住所、緊急連絡先は、必要に応じ保健所等の公的機関へ提供する場合が
あることをご了承ください。
♡利用者名簿に親子の体温を記入してください。
♡保護者の方はマスクを着用し、室内に入る前には親子とも、手指の消毒をしてください。
♡３密を避けるために、利用人数を制限させていただきます。さくらんぼルームを利用す
る場合は事前に申し込みをしてください。９月 2３日(水)より、電話でも受け付けます。
(中川＝４組 丹原・田野５組 徳田＝3 組）
＊申し込み後、参加できなくなった場合は連絡を入れてください。
♡さくらんぼの日は、3～5 組で、状況により制限させていただきます。定員に達した場
合はエントランスに張り出します。ご了承ください。
♡行事は新型コロナウイルス感染状況により、中止になる場合があります。その場合は、
HP にてお知らせいたします。
☆今後も感染回避行動
１つ、うつらないよう自己防衛！
２つ、うつさないよう周りに配慮！
３つ、習慣化しよう 3 密回避！
この 3 つを、あらゆる場面で実践し、感染予防と社会経済活動の両立に繋げましょう。

はじまりは赤ちゃんから

子育て
あれこれ

～ちょい待ち育児のススメ～
８月に越智ミドリ先生の育児講座を開催しました。参加されたお母さんたちは熱心にお話
を聞かれていました。講演の中で特定の人との愛着関係を礎に子どもの自立への旅立ちが
始まる…というお話がありました。よく耳にする『愛着関係』。どうやって作っていった
ら良いのかな？と思われたり、私と子どもの関係はどうなのかな？と心配になったりした
お母さんもいたのではないでしょうか？
赤ちゃんについて研究された小西行郎先生が書かれた『はじまりは赤ちゃんから～ちょい
待ち育児のススメ～（出版社：赤ちゃんとママ社）を紹介します。
赤ちゃん学の研究者たちは確信しています。赤ちゃんの行動には全て意味があると。
赤ちゃんには成長に必要な力がすでに備わっていると。
（はじめにより 本文引用）
赤ちゃんにどんな力が備わっているのか読んでいるとおもしろいですよ。知らずに子育て
するのと、知って子育てするのとでは、子育ての楽しさが違ってきそうです。私も孫を見
ながらなるほど…と感じることが多いです。
愛着関係についても書かれています。是非、読んでみてくださいね。

夏バテ
今年の夏は異常に暑かった。あまり暑すぎると食欲が落ちる。近年は熱中症対策で適宜エ
アコンを使って室温調節を行うので、食欲がなくて食べられない…ということは少なくな
った。でも食欲が出ない時もある。そんな時、母の作る『ナスのみがらし和え』と『キュ
ウリの辛子漬け』があると食欲が出る。
「今日は、お茶漬けで良いや…」と思う時でも食べ
す だち

す だち

られる。先日姉が酢橘を持って来てくれた。…何に使おうか？…ブリの塩焼きに酢橘＝あ
っさりして美味しかった。塩分とタンパク質で熱中症予防に良いと言われる厚揚げ…素焼
す だち

きにしてポン酢と酢橘＝いける‼他にも、せんざんきにシュッと絞って＝あっさりしてい
っぱい食べられた。ごぼうとパプリカのかき揚げにも使うとさっぱりして美味しかった。
す だち

食欲増進に辛い物も良いが、酢橘のように酸味と香りをプラスするのも Good ‼夏バテし
ないようにしっかり食べて、早寝早起きを心掛け残暑を乗り切りたい。

青野

お金がかからない贅沢
ペルセウス座流星群が 8 月 12 日夜 22 時頃極大を迎えた。今年、娘が理科で星座を学び、
夏休み前に星座盤を持って帰ってきたこともあり、興味津々の時期だったので、夜遅かっ
たが星の観察をすることにした。畑にレジャーシートを敷き、蚊取り線香を焚いて準備万
端。早速寝転がる。コオロギなど秋の虫たちの合唱も聞こえ、心地よかった。
「私たち、運
が良いね。
」と話していると、シューと流れる流れ星を発見！「今の見た⁈すごく長かった
ね！」とテンションマックス。一時間くらい観察した頃、娘が「お金がかからない贅沢と
はこのことやね。
」とポツリと言った。これを贅沢と感じる娘の感性を嬉しく思った。今年
の夏は新型コロナウイルスでどこへも行けなかったが、近くの川に泳ぎに行ったり、星空
を見上げたり、自然の中でたくさん遊び、ふるさとの良さをたくさん発見することができ
た。これからも『お金のかからない贅沢』をたくさん体験していきたいと思う。 佐伯

楽しいステイホーム
先月、ステイホームで楽しいことをしようと考えていたことを実行に移した。一つは子ど
もたちが小さかった頃、たくさん撮ったビデオ鑑賞。数年前に夫がビデオテープの動画を
DVD に移してくれたので簡単に見ることができた。幼稚園での発表会や小学校、中学校
での運動会、文化祭等々。懐かしく思うと同時に子どもたちの成長過程を感じることがで
きたし、元気に生活できていることに感謝した。また時間を見つけて鑑賞したいと思う。
もう一つは短大の同級生に連絡をしたこと。LINE、電話でのやりとりであった。連絡した
友だちはみんな元気に過ごしていたので安心した。懐かしいよき学生時代の話で盛り上が
り、すごく楽しい時間を過ごすことができた。同級生は青春時代をともに過ごした、かけ
がえのない友だちなので、これからも連絡を取り合いたいと思った。ステイホームも捨て
たものではないなと思った。

浅並
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１０月１日、中秋の名月はとってもきれいでしたね。月がこんなに明るいのかと驚かされ
ました。月に照らし出される自分の影を見たり、花壇の花や畑の様子を見たり、空を見上げ
て月の美しさにうっとりしたりしました。気候の良い秋、感性を刺激していきたいです。

１１月の予定
○さくらんぼルーム参加には登録が必要です。

は１１月生まれの子の誕生祝いをします。

１１月

月

火

水

木

金

さくらんぼ
ルーム①
9:00～12:00

２

３

４

５

６

文化の日

丹原公民館
地域乳幼児相談

田野公民館

徳田公民館

９

１０

１１

１２

１３

０歳児！
あつまれ！

中川公民館

丹原公民館
こっころ♡

田野公民館
こっころ♡

徳田公民館

１６

１７

１８

１９

２０

西山学園

田野保育所

中川さくら保育園

丹原保育所

(秋を楽しもう)

さくらんぼ
ルーム・西中
10：00～11：30

(散歩に行こう)

(散歩に行こう)

(散歩に行こう)

２３

２４

２５
ハートフル・ママ
中川公民館
10：00～11：30

２６

２７

さくらんぼ
ルーム②
9:00～12:00
みんな！
あつまれ！
10:00～11:30

午前のみ

勤労感謝の日
３０
なかよし広場
丹原総合公園
10:00~11:30

さくらんぼルームなどの
申し込みは１０月２７日（火）
からの受付です。

＊１１月２日（月）は職員健康診断、１１月２０日（金）は職員研修会のため午前のみとさ
せていただきます。
＊＊さくらんぼルーム①…自然物を使って遊ぼう、作ろう…クレイ粘土（手につかない伸び
る紙粘土）と、どんぐりやまつぼっくり、モールなどを使って遊びます。子どもの感性で
素敵なオブジェに仕上がります。
＊さくらんぼルーム②…歌って楽器で遊ぼう…音楽に合わせて、歌ったり、楽器を鳴らしたりして遊びましょう。
＊さくらんぼルーム西中…丹原西中学校の３年生と一緒に遊びます。
場所は、西中学校多目的ホールです。申し込みが必要です。
（８組まで）
＊みんな！あつまれ！……秋を楽しもう…丹原保育所・田野保育所、中川さくら保育園は散歩を
予定しています。ベビーカーなど用意して参加しましょう。
＊なかよし広場…集合場所：階段下 持ってくる物：お茶・ベビーカー・抱っこベルト（公
園内を散歩することもあります）など必要なもの （登録していない方の参加も OK です。
）
…さくらんぼのお部屋で遊べます。9:30～12:00 14:00～16:00

今月の食育
秋においしい食べ物
秋に美味しい食べ物…米、さつま
芋、さんま、さけ、りんご、かき。
秋に取れる様々な食べ物を味わっ
てほしいと思います。今回はさつ
ま芋ご飯を紹介します。
さつま芋は炭水化物や食物繊維が豊富で、カ
リウムやビタミン C なども含まれています。
ご飯と一緒に炊くだけ…簡単で美味しい‼
材料；米２合 さつま芋２００g 塩小さじ１
だしこんぶ 水３５０CC
①さつま芋は角切りにして水にさらしアクを
抜く。
②材料を炊飯器に入れて炊く。炊き上がった
ら昆布を取り出し、まぜ、盛りつけ、ゴマ
をふる。

健診のお知らせ
１歳６カ月児健診 11 月 11 日（東予保健センター）
平成 31 年 4 月生まれ対象

３歳児健診

平成 29 年 4 月生まれ対象

ハピすく相談室

作・絵：坂本千明
出版社：岩崎書店
どんなお弁当できるかな？お
米と海苔でおにぎり‼卵とフ
ライパンで卵焼き！たこさんウインナーに
うさぎりんご。どんどんお弁当の中身ができ
ていきます。全部集めてお弁当の完成！おい
しそう‼絵本と同じように、子どもと一緒に
お弁当を詰めて、出かけてみませんか？

０歳児！あつまれ!
11 月 9 日（月）
９：３０～11：００
今年度２回目の『０歳児！あつまれ！』で
す。さくらんぼの部屋に０歳児さんが集ま
って一緒に遊びましょう。
今回は室内滑り台やわらべ歌遊び、体幹運
動などをしたいと思います。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため
参加親子を４組にさせていただきます。
＊ミルクやお茶なども用意してください。
＊参加する場合は、親子で検温をし、体調の
確認をしっかり行い、感染拡大防止に努め
ましょう。
＊参加申し込み：１０月２７日（火）～

11 月 26 日（丹原保健センター）

＊母子手帳・バスタオルを持って参加してください。
詳しくは、西条市 HP をご覧ください。

今月のわらべうた
はるかぜ

ふ～

さくらのはなびら
あきかぜ

今月の絵本

11 月 10 日（東予保健センター）

ひーらひら

ふ～

もみじのはっぱが

ちーらちら

＊抱っこして遊びましょう。
『ふ～』は、耳に向かって吹きます。
『さくらのはなびら』や『もみじのはっぱ
が』は、手のひらをひらひらさせます。
『ひーらひら』や『ちーらちら』で顎の下
をくすぐりましょう。
＊春には『はるかぜ…』を秋には『あきかぜ
…』を歌ってあげるのも良いですね。

ハートフル・ママ
羊毛フェルト
11 月 2５日（水）
中川公民館

10：00～11：30
２Ｆホール

講師：高嶋千津瑠先生
お母さんたちのリフレッシュも兼ねて、羊毛
フェルトで『アンパンマン』を作ります。チ
クチクと熱中しましょう。
＊子どもがその場に慣れるまで少し親子で
遊びます。９：５０までに参加してくださ
い。
＊準備の都合もありますので、先着８組とさ
せていただきます。
なお、申し込みは１１月１８日（水）までに
お願いいたします。
＊ハートフル・ママ＝優しさがあふれてい
る、愛に満ちているママという意味です。
時には心に栄養補給をしましょう。

新型コロナウイルス感染拡大防止対策についてお願い
○支援センター『さくらんぼ』を利用する時は、事前に自宅にて親子とも検温をしてから
来てください。
（37.5℃以上の発熱があった場合、また熱がなくても息苦しさ・強いだ
るさ、軽度であっても咳・咽頭痛などの症状がある場合は利用を控えてください。）
○帰国後、2 週間を経過していない場合。（先月までと変更された点）
○利用者の氏名、住所、緊急連絡先は、必要に応じ保健所等の公的機関へ提供する場合が
あることをご了承ください。
♡利用者名簿に親子の体温を記入してください。
♡保護者の方はマスクを着用し、室内に入る前には親子とも、手指の消毒をしてください。
♡３密を避けるために、利用人数を制限させていただきます。さくらんぼルームを利用す
る場合は事前に申し込みをしてください。１０月 2７日(火)より電話でも受け付けます。
(中川＝４組 丹原・田野５組 徳田＝3 組 西中学校＝８組）
＊申し込み後、参加できなくなった場合は連絡を入れてください。
♡さくらんぼの日は、3～5 組で、状況により制限させていただきます。定員に達した場
合はエントランスに張り出します。ご了承ください。
♡行事は新型コロナウイルス感染状況により、中止になる場合があります。その場合は、
HP にてお知らせいたします。
☆今後も感染回避行動
１つ、うつらないよう自己防衛！
２つ、うつさないよう周りに配慮！
３つ、習慣化しよう 3 密回避！
この 3 つを、あらゆる場面で実践し、感染予防と社会経済活動の両立に繋げましょう。

読書週間

子育て
あれこれ

１０月２７日から１１月９日が読書週間です。読書週間とは読書を推進する行事が集中
して行われる期間です。
いつも絵本の読み聞かせをしていますが、家庭でも繰り返し絵本を読んでいただきたい
と思います。
『もう一回読んで欲しい』という気持ちを受けとめてくれることで、親子の
信頼関係が深まっていきます。また、言葉や音の繰り返しや、絵の楽しさも感じ、絵本
が好きな子どもに育ってくれると思います。
私たちも読み聞かせの絵本をたくさんの中から選ぶ時、季節を考えたり、子どもの様子
を思い浮かべたりしながら決めています。いっぱい読んであげたい…という思いがあり、
月 2 冊に絞るのが難しい時もあります。
さくらんぼルームにも絵本を持って行っています。どんどん借りて帰って読んであげて
くださいね。またお母さん、お父さんも子どもと一緒に絵本の世界を楽しんでください。

笠松山
以前から登りたいと思っていた今治市朝倉にある笠松山に、友だち親子と１０年来の友だ
ち二人、娘と私の計６人で登った。登っていると大きいシダがたくさん生えているのが目
につき、ジャングルの中に入った気分で楽しくなってきた。しかし、山の地肌がむき出し
になった斜面も多く、2008 年に発生した山火事が思い出された。山の再生には時間がか
かるということを実感した。頂上から見下ろす景色は最高だった。笠松山城跡でお弁当を
食べた。その後、子どもたちから鬼ごっこのリクエストが…登るだけでもまあまあ体力を
使ったが、子どもたちの願いを叶えるべく、大人たちは奮闘する。山頂には、「わー」
「き
ゃー」と大きな声が響き渡った。楽しい一日はあっという間に過ぎた。次はどこに登ろう
かな。

佐伯

孫の初めての運動会
秋といえば食欲、読書、スポーツの秋など色々なことを楽しめる良い季節である。コロナ
騒動で心配していた孫たちの保育所の運動会が先日行われた。孫たちは初めての運動会。
最初はすごく緊張している様子であったが、少しすると笑顔も見られるようになり、小さ
いながらも一生懸命頑張り、また、楽しく参加していた様子に感動のあまり涙が出そうに
なった。そして家に帰って、運動会の写真や動画を見ていたら、自分の子どもたちの運動
会を思い出し、とても懐かしく思えた。また運動会が終わって、孫たちに会った時、孫が
「じいじ、ばあば、運動会見に来てくれてありがとう。
」と心温まる言葉をかけてくれた。
とても嬉しくて、気持ちが爽やかになり、心打たれた。これからも孫たちの行事に参加し、
素直な心を持ち続けて、すくすく成長する姿を見守り、成長を楽しみにしていきたい。
浅並

体力勝負
シルバーウイークの休みに、コロナ対策をして孫家族と、とべ動物園へ出かけた。動物園
下の駐車場で待ち合わせをしていたが、
『満車』えっ‼満車⁈そんなに多いの？と思いつつ
東駐車場へ降りていくと、そこにも車がいっぱい‼『三密を避けるには外』と考えるのは
皆一緒だったようだ。孫が「ひいばあちゃんも来てね。
」と電話をしてきていたので、私の
母も孫に会いに出かけた。日頃から、足が痛いと言っているので、動物園内を歩けるかな？
と心配していたが、ひ孫の力はすごい！一緒に園内を歩くことができた。上の孫は、動物
も見るけれど、スタンプラリーのスタンプを探すのに一生懸命で、私は一緒に走らされた。
途中で入ったカバ舎にいたクロサイに、おしっこをかけられそうになって慌てて逃げた。
こんなに飛ぶんだ‼セーフ‼と思ったら、孫が「靴にかかった～」と辛そうに言うので、
コロナ対策にと持っていた除菌シートで足や靴を拭いてやると気を取り戻して走り出し
た。秋風も心地よく、よく走り、歩いた。孫に付き合うには、体力が必要！食欲の秋を楽
しみつつ健康に気をつけて生活したい。

青野

