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日 月 火 水 木 金 土 

 ☆わくわく広場は、午前は 10 時～12 時。 

午後は１３：３０～15：３０まで開放しています。

予約が必要です。気軽にお問い合わせください。   
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わくわく広場 

対象～就園前の乳幼児 

親子が自由に遊び、つどう広場です。予約が必要となっています。 

利用は、１０時～12 時、13 時半～15 時半までです。 

０歳児の広場 
第２～４火曜日 10 時～15 時半（第 2 のみ 10 時 30 分～15 時） 

０か月～１歳３カ月のお子さんが対象。兄妹児の方は利用できません。 

そらまめ広場 第１火曜日 双子・三つ子ちゃんの広場です。（10 時～15 時半） 

アリスさんのお話し会 第３木曜日・１１時４５分～  変更有  

びぶべさんのわらべ歌       
第２火曜日 １０時～１０時３０分 （要申し込み） 

対象 0 か月～1 歳 3 か月までのお子さん  

パパ広場 第 3 土曜日 9 時 3０分～12 時 今月は、防災講座があります。 

・発行 伊万里市子育て支援センターぽっぽ 

・〒848-0045 伊万里市松島町 391 番地１   

  ・℡・Fax ０９５５－２３－５１９７ 

 

 

   

 



 

 ○わくわく広場  申し込み制で、人数制限を行っています。（午前８組・午後８組） 

               １週間に２回の利用ができます。（検温、マスク着用のご協力を） 

 ※わくわく広場の予約受付けは、前の週の木曜日から行います。 

 ○一時保育    市外の方の利用もできます。有料 

          利用時間 ９時～16 時の間で、必要な時間利用頂けます。 

  

 

  先輩ママやぽっぽ利用のお母さんが、講師になって様々な講

座を提供頂いています。気軽にご参加ください！ 

テーマ   『ハーバリウムを楽しもう！』 

・講師    浦川 ナギサさん 

・日時    ６月８日（水）10 時半～11 時半   

・場所    市民センター・一般教養室 

・材料費   500 円 

・対象    就園前の乳幼児とその保護者（要申込み） ☎２３－５１９７ 

  

 

 

 つくしんぼランドは、歌や手遊び、簡単な製作など親子遊びを楽しむ広場です！ 

 ・日時    6 月 15 日（水） 10 時３０分～12 時   

  ・場所    市民センター・リハーサル室 ☎２３－５１９７ 

 ・対象    就園前の乳幼児とその保護者（要予約・20 組募集） 

 ※動きやすい服装でご参加ください。又、水分補給できるものをご持参ください。 

 

                       

その月に生まれたお友達同士でお祝いをします。 

・日時    ６月 22 日（水） 10 時 30 分～11 時 30 分     

・場所    子育て支援センターぽっぽ  ☎２３－５１９７ 

・対象    ６月生まれのお友達とその保護者（要申込み） 

  

 ✿わくわく語ろう会✿  テーマ『 はじめの一歩 』 

☆伊万里市へ転居されてきて、間もない方大歓迎です！！誰かとつながるきっかけになれば

と思います。気軽にご参加ください!(^^)!  

・日時    6 月２9 日（水） 10 時 30 分～１２時 

・場所    子育て支援センターぽっぽ  ☎２３－５１９７ 

・対象    就園前の乳幼児とその保護者 （要予約・8 組募集） 

ぽっぽ利用についてのお願い 

✿つくしんぼランド✿ （6 月１日より受付いたします） 

✿ ママ講座 ✿      

広場☆ 

✿ お誕生会  ✿    

 

 

 

 



 

☆市民図書館・催し物ご案内  お問い合わせ ☎２３－４６４６ 

新型コロナ感染症の感染防止のため、変更等がありますので内容はお問い合わせください。 

  ※開催の有無についても、直接お問い合わせください。 

 

≪子どもの思い・・・≫  

 

５月の連休に、孫といつもより多く過ごす時間がありました。 

歩行が安定し、走ることもできるようになり、かなり行動範囲が広がってきました。お散歩大

好きで、一歩外に出ると「あっ！ちょうちょさん」「待ってー」と追いかけたり、道端の小さな

草花を見つけては、「あっ！かわいい～♡」と声をかけたり、カラスが頭上で泣くと、「あっ！

カ～カ～」と、手を振るなど身近な事象に全身を使って反応しています。 

 そんな中、自分の思いを少しずつ言葉で伝えることもできるようになっているようです。 

先日も、遊んでいてぐずりがはじめたので、大人の感覚で「もう、眠いのかな～」と、抱いて

寝かせようとしましたが、その時は、「ちがう！！」と拒否しました。「違うんだぁ。そしたら

遊ぼうね！」と、また遊び始めますが、また眠気がやってきたようで、「A ちゃんは眠いのかな？」

と、聞いてみると「はい！」と答え、素直に応じたのです。また、寝るときに子守唄♬ゆ～り

かごのうたを～と唄うと、「ちがう！♬しまうま」と要求したので、♬しましまぐるぐるの歌を

唄いました。すると♬しまうまのしまを～を聴きながら、ウトウトと眠り始めました。 

 このように孫のさまざまな言動から、子どもはどんなに小さくても、自分の思い（意思）が

あって、まだお話しできない時でも、泣いたり、ぐずったりして表現しているんだなぁと、あ

らためて感じました。 

言葉でまだ表現できないときには、「～がイヤかなぁ」「どれがいい？」「～したかったね！」

など、子どもの思いに共感したり、言葉にして代弁したり、励ましたりすることで、“周りの大

人は自分のことをわかってくれた！”“自分は愛されている！”という安心感が得られ、親子の

信頼関係も築かれていくのではないかなぁと思います。又、「Why？」より、「What？」を。 

 しかし、そんな事わかっているけど…(^_^;)。日々の慌ただしい子育ての中で、一つ一つのこ

とに丁寧に関わるのは難しいですね。子どもとの関わりには、やはり余裕が必要ですね。 

 できる範囲で、「あなたの気持ち、わかっているよ♡」「大好きだよ♡」のメッセージを伝え

られたらいいですね。自分の子育て中には、なかなかできていなかった私ですが・・・(~_~;) 

 

よんで！よんで！    『あ、あ！』  ねこしおり/文 高橋和枝/絵 

                                

何かを見つけると、それを知らせたくて「あ、あ！」と言いながら、指さす子どもたち。「あ、

あ！」と見つけて「こんにちは」。１才のゆう君がねこを「あ、あ！」と指さす。「ねこちゃん

だね」と答える。本には「ねこさん、こんにちは」と書かれているけれど、ゆうくんの「あ、

あ！」に応答するように言葉をかけてあげたいですね。  学研 「０１２歳」本より参照。 



                          

      

＜材料＞（１人分）・グリンピース ３０g ・砂糖 １０ｇ ・卵黄 少々 ・小麦粉 小さじ１  

＜作り方＞ 

① 鍋にグリンピースと砂糖を入れて、水をひたひたに注ぎ、火にかけて汁気がほとんどなくな

るまで煮、マッシャ―などでつぶす。 

② 粗熱がとれたら、卵黄と小麦粉を混ぜてアルミカップに入れ、オーブントースターで３～４ 

分焼く。 

 

    ぽっぽママのつどい        ５月のぽっぽママに、 

    防災について学びました。    「暮らしの延長の防災」と題して、住空間アドバ   

                    イザ―の飯田由美子さんの講座を行いました。 

１、食べること～ローリングストック法や適した食材、水の備蓄についての話。 

２、トイレ問題～非常用のトイレの設置方法について、参考商品の紹介等 

３、耐震対策と灯り～家具の固定法や停電時の灯りについて 

１～３をわかりやすく、すぐに実践できる内容でお話いただきました。講座を受けた方から、 

「講座の終了後に、早速準備をしました！」と、お話された方もいらっしゃいました。 

＜参加者の感想＞ 

・実際に経験されたからこそのお話が多く、とても勉強になりました。すぐに買いに行こうと 

思います。是非、たくさんの人たちにも伝えて、防災意識を高めたいです。 

 

・今回、参加させてもらって、やろう！やろう！と思っていたけど、なかなか準備が出来てい

なかった防災のことが、すごく身近に思えました。暮らしと防災を区別しないことで、手軽

に備蓄をして、しっかりと災害に備えておこうと思いました。 

 

  

市内の子育て支援情報          

 

●カトリック幼稚園 

・６月１４日（火） 作ってあそぼう！ 

・６月２８日（火） お誕生会 

（６、７月生まれ） 

・時間 １０時３０分～１１時４０分 

・親子でふれ合いながら楽しく過ごす、 

 未就園児（概ね２歳児）対象です。 

※事前登録が必要です。☎23-5791 

詳しくは直接お問い合わせください。 

他県の保育園で、手指消毒の為のアルコー

ル消毒をなめた子どもが、急性アルコール

中毒となり搬送されたそうです。 

子どもの手の届く位置にある消毒液は、誤

飲や興味本位でなめてしまう可能性があ

ります。ご家庭においても、取扱いに十分

ご注意ください。 


