
１０月の活動 
 とり＋かえっこ
　これから寒くなる季節にピッタリ
の手袋やジャンパーなど、たくさ
んの出品があり、ママたちは子ど
もに合わせながら楽しそうに選んでいました。子ども
たちはやっぱりおもちゃ。お気に入り見つけたヨ♪

つどいの広場通信
総合福祉センター２F ●問合せ

　子育て支援課
　☎23-2129

１１月の予定　子育てカレンダーも見てね♪

開館時間のご案内（通常9：00～16 ： 00）
【休館日】
・ 11/23（金）

【変則日】
・11/15（木）11：30から
  ※赤ちゃん教室参加者以外
・11/19（月）15：00まで

赤ちゃん教室
 『生活リズムについて』

もよおし
 『レインボーおはなし会』
 『エプロンシアター』
 『読み聞かせ』

[持ち物] ・子供の名
札・飲み物（水・お茶）
※対象：未就学児

小さなお子さん・お父さん・お
母さん、みんなで楽しく遊んで
情報交換しましょう♪いつでも
無料ですので、お気軽に遊び
に来てください☆スタッフ一同
お待ちしています！

11月
５日（月） 市報11月号発行
６日（火）
７日（水）
８日（木） つ　レインボーおはなし会（10：30～11：00）

９日（金）
総　健康相談（８：45～11：00）
総　パパママレッスン「１回目」（18:30～20:30）

10日（土） 図　子ども映画会（14：30～）
11日（日）
12日（月）
13日（火）
14日（水）

15日（木）
つ　 赤ちゃん教室「生活リズムについて」

（10：00～11：30）
　　→参加者以外は11：30から開館

16日（金） 総　パパママレッスン「２回目」（18：30～20：30）
17日（土） 図　おりがみ教室（14：30～）
18日（日）
19日（月） つ　 15:00まで開館
20日（火）
21日（水） 総　２歳児歯科検診（12：30～16：00）

22日（木）
つ　エプロンシアター（10:30～11:00）
総　歯周病検診（10:00～15:20）

23日（金） つ　 休館日
24日（土） 図　おはなし会（14：30～）
25日（日）
26日（月） 総　健康・歯科相談（８：45～11：00）
27日（火）
28日（水）
29日（木） つ　読み聞かせ（10：30～11：00）
30日（金）

12月
１日（土）
２日（日）
３日（月）
４日（火）

５日（水） 市報12月号発行日
総　１歳６か月児健診（12：30～16：00）

白抜きは会場　
総 総合福祉センター　詳しくは15ページ「すこやか」
つ 萩っ子つどいの広場（総合福祉センター２F）
図 図書館　詳しくは12ページ「図書館だより」

子供が喜ぶ三ツ星レシピ！ ほおずきのスムージー
ベトナム料理研究家

鈴木珠美さん
（高萩大使）
レシピ提供

ベトナム料理研究家
鈴木珠美さん
（高萩大使）
レシピ提供

①Aをミキサーにかけてグラ
スに注ぐ。

②グラスにほおずきを飾った
ら完成です♪

材料（４人分）

作り方

　　ほおずき　200g
　　コンデンスミルク　60g
　　クラッシュアイス  100g
トッピング用ほおずき　 4個

Ａ

　ベトナム料理研究家で高萩大使を務める鈴木珠
美さんを講師に迎え、ハーモニー高萩主催の親子
ベトナム料理教室が中央公民館で行われました。
参加した10組22名の親子は、アサリのフォー

（H28.9月号レシピ紹介）と高萩産の花貫フルーツ
ほおずきをベトナム風デザートにアレンジした「ほ
おずきのスムージー」を作り、
親子の絆を深めました。

9/
 30

親子で作ろう！ベトナム料理
「ごはん＆スイーツ」

　さぁ、秋ですよ。散歩に出掛けてみませ
んか。赤や黄色の葉っぱ、松ぼっくり、木
の実など、秋ならではの自然に触れてみま
しょう。拾った落ち葉や松ぼっくりは家でモビールやつ
るし飾りを作ってね。さらに秋を感じながら楽しめますよ。

【モビールの作り方】　●枝に紐を結ぶ
●画鋲などで下げた状態でバランスの調整
●葉っぱは強力両面テープで両側から2枚合わせて貼る。
　散歩の途中で芝滑りもいいですね。段ボールひとつでダ
イナミックに楽しめます。芝や落ち葉を集めて、みたて遊び
をしたり、寝転んで土の匂いを感じたり思い思いに遊べます。

            秋を遊ぼう
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　生まれたばかりの赤ちゃんの顔を見ていると時間を忘れま
す。何十年か振りに見るオムツ替えも、授乳も、新鮮な気持ちに
満ちているかもしれません。でも、ここは我慢のしどころです。
自分が出産を終えたばかりの頃を思い出してみてください。何
時間もの陣痛に耐えて、クタクタになっていませんでしたか？
ママには退院した途端に嵐のような育児生活が始まります。せ
めて入院中は母体の回復を第一に考えて、ゆっくり静かに休ま
せてあげましょう。 －孫育ての新常識より引用－

　七五三は日本の年中行事です。昔は乳幼児
の生存率が低く、「七歳までは神の子」と、現世
に命がしっかりと定着していないものとして
扱われていました。それで、三歳、五歳、七歳と
節目節目でわが子の成長を感謝し、氏神様に
お参りしたのです。子供の成長を願う親の気
持ちは今も変わりませんね。

産後、連日のお見舞いは…    七五三の由来孫育コラム〈孫を守ろう〉

保育所等の入所（利用）のご案内

来年の４月1日から保育所等に入るお子さんを募集します
　保育所（園）及び認定こども園（保
育部分）は、働いていたり、病気など
のために家庭で保育ができない保護
者にかわって、毎日（日・祭日除く）一
定の時間保育するところです。

●受付期間　平成30年12月３日（月）から
　　　　　　平成30年12月21日（金）まで
● 申込方法　認定申請書と入所（利用）申込書などの必要

書類を添付のうえ、子育て支援課及び各保育所等へ申
請してください。申込みに関する必要書類は、子育て支
援課と各保育所等で配布しています。

（２号・３号認定者が該当）
認定区分 対象年齢 教育・保育の形態 利用施設

１号認定
満３歳以上

保育の必要性なし 幼稚園・認定こども園（教育部分）

２号認定
保育の必要性あり 保育所・認定こども園（保育部分）

３号認定 満３歳未満

※各保育所等とも定員がありますので、入所希望者が多数いる
場合は、希望する保育所等へ入所できない場合があります。

※保育所等へ入所できる基準に該当しない場合は、入所が認め
られません。

　集団生活に慣れさせるため・下のこどもの保育に手がかかる
ため などの理由では、入所の対象にはなりません。

※最終的な募集人員等は、多少変更が生じる場合があります。

●各保育所（園）の募集人員と状況  （平成30年11月1日現在）

名称・住所
電話番号 設置者 定員 募集

人員
開所時間
（平日）

開所時間
（土曜日）

休日
保育

一時
預かり

延長
保育 取　組　内　容

高萩保育所
本町3-118
☎22-2429

高萩市 60 15名
7:30～
19:00

7:30～
12:30

× ○ ×
市の各種行事に積極的に参加しています。幼
稚園や小学校等地域との交流活動も実施して
います。

同仁東保育園
高浜町2-35
☎23-6121

（福）
同仁会

120 15名
7:00～
19:00

7:00～
18:00

○ ○ ○
鼓笛指導や体育・サッカー教室等を取り入れ
ています。病児保育（体調不良児対応型）利用
可能。

聖徳保育園
安良川271-9
☎23-5266

（福）聖徳
福祉会

60 12名
7:00～
20:00

7:00～
20:00

○ ○ ○
和太鼓、習字、科学遊び等を取り入れています。
希望者にはピアノやそろばんのレッスンも（月
謝有）。学童クラブも併設。

あおぞら保育園
安良川1251-1
☎23-5661

（福）
博洋会

60 4名
7:00～
19:00

7:00～
18:00

× ○ ○
水・土を使った遊びの他、四季折々の自然に
触れる山菜採りや山登り、キャンプ等を取り
入れています。

※上記認定区分２号・３号に該当する場合に利用可能です。

●認定こども園の募集人員と状況 （平成30年11月1日現在）

名称・住所
電話番号 設置者 区分 定員 募集

人員
開所時間
（平日）

開所時間
（土曜日）

休日
保育

一時
預かり

延長
保育 取　組　内　容

松ヶ丘認定
こども園
下手綱825-3
☎23-4687

（福）
愛孝会

保育 150 若干名
7:00～
19:00

7:00～
18:00

○ ○ ○ 体育、和太鼓、合奏、英会話、パソ
コン等を取り入れています。病後児
保育、学童クラブ有り。教育 45 16名

8:00～
14:00

－ － － ○

※保育部分については、上記認定区分２号・３号に該当する場合に利用可能です。
※教育部分については、上記認定区分１号に該当する場合に利用可能です。

●問合せ　子育て支援課　☎23-2129
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