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街のあちこちに、クリスマスの飾りが見られるようになりました。早いもので、もう12月です。今年も残

りあと一か月だと思うと、気分的にあわただしくなり、「忙しい！」って言ってしまいますよね。

「心」を「亡くす」と書いて、「忙しい」と読みますが、そのとおりだなと痛感することもしばしばです。

忙しければ忙しいほど“心”を忘れ、声が大きくなり、態度も厳しくなります。そんなことありませんか？そ

んな時、子どもさんの様子はどうですか？特に敏感に感じる子どもたちは、側にいる大人の

変化に、子どもの方が反応するということが多いです。忙しい時ほど、子どもさんに寄り

添って一呼吸おいて、ゆったりとした気持ちで接していきたいですね。

これから、ますます寒くなりコロナの影響で、季節はずれの感染症が流行する可能性が

あると新聞で読みました。体調に留意しながら、元気に過ごしていきましょうね。

子育てサークル『とことこ』（年齢別に集まる会）

『フォトフレーム作り』

★0歳児 １２月１６日（木）９：45～

★１．２歳児 １２月１７日（金）９：４５～

こちらで準備したフォトフレームに

自分好みの飾りをつけていきます。で

きあがったものには、子どもさんの写

真を入れたりポストカードを入れたり

して飾ってくださいね。

おやこひろば（異年齢で集まる会）

『松ぼっくりのクリスマスツリー』

★１２月９日（木） 時間 ９:４５～

大きい松ぼっくりを使って、クリスマス

ツリーを作ります。子どもさんと相談しな

がら、自然の物やいろいろな飾りを選んで

作りませんか。

※「おやこひろば」「とことこ」の材料は、

すべてこちらで用意します。参加ご希望の

方は、どちらも事前に予約をお願いします。

*健診のお知らせ* ＊場所：東予保健センター＊

＊ハピ♡すく相談会 １２月２０日（月） ９：３０～１１：００

＊３か月児健診 １２月１４日（火）１３：００～
（令和３年８月生まれの子どもさん対象）

＊１歳６か月児健診 １２月１５日（水）１３：００～

（令和２年５月生まれの子どもさん対象）

＊３歳児健診 １２月 ７日（火）１３：００～
（平成３０年５月生まれの子どもさん対象）

・ご家庭で体温測定をして、マ

スク着用にご協力をお願いしま

す。

・いずれも「母子手帳,アンケー

ト・バスタオル

1枚」をお持ちくだ

さい。

子育て支援センター『ぺんぎん・はうす』の利用について
●未就園児をもつ親子・家族なら、どなたでもご利用いただけます。

●「ぺんぎん・はうす」は、親子の自由な遊び場として利用できます。お部屋は9:00～12:00、園庭は9:00

～15:00です。

●1ケ月に1回程度、年齢別の子育てサークル「とことこ」や、異年齢での集まり「おやこひろば」の日を設

けています。「とことこ」＝0・1・2歳児別の親子の集まりで、季節の遊びなどをします。「おやこひろ

ば」＝0～3歳までの親子の集まりで、異年齢で親子のふれあい遊びや育児講座などをします。

●水分補給のための飲み物などは、各自ご持参ください。

●警報発令時・感染症流行時など、また、園行事などで部屋が使えないこともあります。

ご了承ください。

◎子育て支援センター『ぺんぎん・はうす』を利用する時は、事前に自宅にて親子で検温をしてから遊びに

来てください。

◎保護者の方は、マスクを着用し、お部屋に入る前は、手指を消毒してから遊んでくださいね。

◎3密を避けるために、人数制限をさせて頂くこともありますので、ご了承ください。今後も、以上のこと

ついてご理解・ご協力いただきますよう、よろしくお願いします。

新型コロナウイルス感染拡大防止対策に伴う対応についてのお願いとお知らせ

子どもは、日によってまたその時々の気持ちによって、

様々な姿を見せます。泣いたり駄々をこねたり甘えたりと

いろいろな表現をします。でも、子どもが親に甘えること

はとても大事なことです。

ずっと以前の講演会である先生が「9歳までは、徹底的に甘えさせなさい。そうしたら子どもは心の安定

したいい子に育ちます。」とおっしゃっていました。

先日の越智ミドリ先生の育児講座でも、同じことを話されました。甘えることができた子は、安心感を持

ちます。乳幼児期に甘えを受け止めてもらうと、自分を信じる心が育ちます。大人が自分の甘えを受け止め

てくれたり、甘えさせてくれたりすることによって、自分ってすごいんだと思うのです。そして、自分に自

信を持ち、自分自身を大切にする気持ちをもつことができるのです。

ひとつ、ふたつ…九つまで十分甘えさせてあげてください。九つまで十分甘えさせてもらった子どもは、

自立が早いとも言われています。

～地域乳幼児相談～
12月10日（金） １０：００～１１：００

９月に予定していた、乳幼児相談会です。

西条市の保健師さんや栄養士さんに、乳

幼児の食事についてお話していただきます。

お話を聞いた後で、子どもさんの食事や

健康面などについて、いろいろと相談がで

きます。この機会に、ちょっとお話して聞

いてみるのもいいかもしれませんよ。

“ぺんぎん・はうす”はいつ

もどおり利用できます。

（予約不要）

九つまでは

甘えさせてあげてね！
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