
 

 

 

 

 

～味だけ吸って 

出してしまう～ 

この心理テストで本当のあなたの魅力が分かります。 

A 【リーダーシップで人を引っ張っていく才能】  
 水草を選んだあなたは、リーダーとしての才能があります。 
 普段はクールなあなたですが、いざ周囲で問題が発生すると適切な判断で解決策を打ち

出すことでしょう。周囲を引っ張る才能に優れています。 
B 【寛大な心で人を受け入れる才能】  
靴とは、女性を意味します。長靴を選んだあなたは、母性にあふれる優しい人。 

どんな人に対しても理解があり、意見や考え方が違う人でも受け入れる器の大きさを持っ
ています。グループで行動する場面でより力を発揮します。 

C 【芸術的センスで人を感動させる才能】  

 空っぽの財布とは、想像を意味します。 
これを選んだあなたは、クリエイティブな才能に恵まれており芸術的なセンスがあります。 

 自分の感性を信じて、直感で物事を選択したり、行動に移したりすると人生はいい方向に

動いていきます。 

6、かんぐりしたあと、じゃんけんをする。 

 

～早寝・早起き、朝食を 

しっかり食べよう～ 

 

5、手を背中に回して、赤ちゃん

をおんぶするまねをする。 

 

1 握りこぶしを左右交互に重ねて

トントン打つ。 

 

2、にぎりこぶしを口に持ってき

て、飲む真似をする。 

4.両うでに赤ちゃんを抱くしぐさ

をする。 

3、左右の手の平を合わせてほおにあて、ね

るしぐさをする。 

♪げんこつ山

のたぬきさん 

■徒歩 
 ●JR阪和線「和泉砂川」より徒歩約５分 

南海「樽井」よりバス「和泉砂川駅前」下車約５分 南海「樽井」より約 10分 

■車で  

●阪和自動車道泉南ＩＣ下車約５分  

 

 

 

 毎月第１火曜日です。ご予約優先となります。 

園の手作りおやつと飲み物をぜひご賞味ください。 

ご参加お待ちしています(*^_^*) 

Café Shindachi 

 

※予約制毎月限定 2 組までです。 

【対象】0 歳児～就学前の子ども

とその保護者。 

 

園のお友だちと一緒に遊んだり

昼食を食べたり、楽しくこども園

での生活を過ごしてみませんか？ 

 

※日時等の詳細は予約時にてお知

らせします。 

その他 

【開設時間】月曜日～金曜日（１０時～１５時） 

【電話相談】月曜日～金曜日（１０時～１５時） 

【来園相談】月曜日～金曜日（１０時～１５時） 

※就学前の子育てについて、健康、食事、遊び等、子育ての悩み・相

談等承ります。 

【その他】サークルさんにスペースを貸し出しております。☆木曜日

10:00～11:00 

【申し込み】予約制です。 

毎月第１火曜日 14時 30分～信達こども園へ電話にて申し込んで下さ

い。 

※予約制になりますのでお電話でご予約下さい。 

 

 

 

社会福祉法人 恵由福祉会 

幼保連携型認定こども園 

信達こども園 

         社会福祉法人 恵由福祉会 幼保連携型認定こども園 信達こども園 

〒590-0522 大阪府泉南市信達牧野 425-1  TEL072-483-4642 FAX072-483-4770 

URL:http://www.shindachi.com/ 

 

 

 

ひまわりランド（園庭開放） 

 

 

 

 

【とき】毎月第１火曜日時間 10：00～11：30頃 

【対象】０歳児～就学前の子どもと保護者 

親子での楽しい時間をこども園で過ごしてみませ

んか？予約の必要はありません。子ども園の園庭に

気軽に遊びに来て下さい♪ 
 

信達こども園から地域の皆様にお届けする情報誌 

編集発行：信達こども園 事務室 〒590-0522 大阪府泉南市信達牧野 425-1 

 

 信達こども園では、毎月第１火曜日に

Café Shindachi を OPEN しています。 

 ・OPEN 10:00 CLOSE 12:00 

 ・ご予約優先 先着６組 

 

秋の味覚を味わおう！ 

 in 南楽園 

 

※満員の時は次回のご予約を優先的におとり頂けます。

また園庭開放も同時に行っていますので、広い園庭で沢

山遊んで帰ってくださいね！！ 

 

♪おんぶして 

げんこつやまのたぬきさん、昔ながらの手遊びでかなり有名ですね。 
最後の「またあした」でじゃんけんをするので、子どもがじゃんけん
を覚えたてのときにやると盛り上がります。 
まだじゃんけんができない子もリズムや振りを楽しむことはできるの
で、どんどんやってみてくださいね(*^◯^*) 

♪おっぱい

のんで 

♪ねんねして 

♪だっこして ♪またあした 

じゃんけんホイ！ 

松茸を使わずに、 

松茸ご飯を味わえる★ 

信達こども園は、 

「立腰」をはじめとする 

躾の教育と体と心を育てる 

ことの大切さを伝えます。 

幼児期に培っておき

たいもの、それは調和の

とれた人格の土台とな

る優しい心、自立心、そ

して日本の心です。 

と言いますが、幼いころに身につけた
習慣は決して失われるものではありま
せん。 
当園では、漢字を導入しています。 
なぜ、幼児期から？と思われるかもし
れませんが、漢字は目で見る言葉とし
て単に音だけのひらがなやカタカナよ
りもわかりやすく、意味を感じ取りやす
いため、幼児にとって漢字はひらがな
より優しいのです。 
幼い頃から、様々な経験をすること、 
この限られた短い時期に、子どもたち
の力を十分に引き出し、子どもたちの
未来への可能性が広がるよう、私たち
は保育していきます！！ 

 



 

①米をとぐ。   

②といだ米にエリンギ、「松茸の味 お吸

いもの」を３小袋（具を取り除いた方が

仕あがりがきれいになります。）、しょう

ゆ、日本酒を入れ、水は通常米を炊く

分量よりも少なめに合わせ、全体を軽

くまぜてから炊く。   

③炊き上がったごはんを器に盛り、三つ

葉をのせてできあがり。 

  
 

 

 

 

 

心理テスト 
あなたは魚釣りをするために、 

遠い湖までやってきました。 

さっそく釣りをはじめたところ、 

何かがエサに食いついた様子。 

釣り上げてみると、魚ではなく別

のものがひっかかっていました。 

さて、それはいったい何？ 

 A 水草 

B 長靴 

C 空っぽのお財布 

 

Ｑ.「吸い食べ」で味だけ吸って味のなく 

なった物をペッと出してしまいます。 
 

A. 親子ともにストレスを感じてしまいますね。 

また、吸う習慣もついてしまっているようにも

感じます。原因としては、 

・食事意欲のない時間に食事をしてしまって 

ないか？ 

・一回の量が多すぎないか？ 

という事にあると思います。 

よく遊んで、お腹を空かせてから食べる習慣を

親子一緒に身につけてみてはいかがでしょう

か？散歩をしてからご飯など一人一人の食べる

量を把握したり、一口の量を理解して食事の量

や食材の大きさを調節をしながら作ってみまし

ょう。また、奥歯を使って噛むことであごの発

達にもなるので、奥歯を使うことも大切です。

そして何より噛めたら、そのことを認める事が

大事ですね。 

 

10 月からひまわりキッズ教室後期がスタートします！！ 
 

信達こども園ってどんなところ？と知りたい方、地域の親子との交流の場を求め
ている方、こども園への入園を考えている方などなど、ぜひあそびにきてください！ 

 
予約受付は９月５日（火）１４時３０分からです。 

お電話お待ちしています(*^^*) 

 

 

 

 

 

 

体操の先生が来てくれて、いろい

ろな運動遊びを楽しみます。 

★早寝早起きをしましょう！ 
 幼児期の早寝・早起の習慣は健康的な体を作るだけ
でなく、社会的生活の基礎となります。昼夜のリズム
の乱れが不登校や自律神経失調症などにもつながる
可能性があります。毎朝決まった時間に起きて、朝の
光を浴びましょう。体内時計がリセットされ、脳が活
発に働きます。 
 
★朝食はしっかり食べましょう！ 
 睡眠中は、何も食べたり飲んだりしていないので、
脳や筋肉が飢餓状態になっています。朝食を食べるこ
とで、体が目覚めてリズムが整います。よく噛んで、
しっかりと食べましょう。 
 ※不規則な生活リズムは、たいないどけいをくるわ
せ、生活習慣病の引き金になり、イライラしたり、無
表情になるなど心の健康にも大きく影響してしまい
ます。 

 

 

 

 

 

 

小麦粉粘土や色水遊びをしたり

もします。 

 

 

 

 

 

 

糊や絵の具などを使って製作も

します。 

まだまだ蒸し暑いですが、時々吹く心地よい風に少しず

つ秋の気配が感じられるようになってきました。秋といえ

ば食欲の秋・読書の秋・スポーツの秋と、沢山連想するも

のがありますね！秋には旬の食材がたくさんあり、休日に

果物狩りに出かけてみるのもいいですね(*^^*) 

秋といえば食欲の秋！！ 

旬の食材がたくさんあります 

よね。松茸にさんま、そしてぶ

どうに梨！！涼しくなってきた

この時期に果物狩りに行き、 

 秋の味覚を堪能してみる 

のもいいですね☆ 

『おいし～い』 

作 いしづ ちひろ 

絵 くわざわ ゆうこ 

出版社 くもん出版 

 

ころころおにぎり、ほくほくのかぼちゃ、とろんとろんのス

ープ・・・。いろんなごはんを口にして「おいし～い」の笑

顔がたっぷり！最後には、ママの手作りで、みんなが大好き

なものが登場します。ママ・パパみんなでおいし～い！家族

みんなでとっても幸せな気持ちになれる一冊です。 

いちわのカラスが、大きくておいしそうなりんごをついばんでい

ます。そこへ、ひとりの女の子が泣きながらやってきました。あ

っ、たいへん！カラスが落としたりんごが女の子の頭に……と思

ったら、女の子はかわいいりんごちゃんに変身！「私は今日から

りんごちゃん。」笑顔で楽しく踊ります。リズミカルな文章と動き

のある絵で、心も楽しく明るくしてくれます。巻末に絵かきうた

もついていますよ 

『りんごちゃん』 

作 中野 真典 

出版社 ＢＬ出版 

『ぶたさんちのおつきみ』 

作・絵 板橋敦子 

出版社 ひさかたチャイルド 

 

 
ぶたさん一家は大家族。何をするにもみんなで一緒。 

ほのぼの家族「ぶたさんち」の秋のお話。 

今日はお月見。家族そろってすすきを用意して、お団子もたくさ

ん作ったぶたさん一家。でも、お月様が見えなくなってお団子パ

ーティーが始まりました！みんなでワイワイ楽しく食べているう

ちに…あれあれ、みんなお月見を忘れていない？ さりげない日

常的な出来事をほのぼのとしたタッチで綴る、愉快なお話絵本で

す。 

 
信達こども園 

子育て支援センター 
プチひまわり 3rd 

担当 井手畑・安田・遊
佐 
☎ 072-483-4642 

ぶどう狩り 

大人 1200 円 

小人 900 円 

幼児 600 円 

梨狩り 

大人 1200 円 

小人 900 円 

幼児 600 円 

 

 『 南楽園』なんらくえん 

住所 〒590-0135 

大阪府堺市南区別所 1457   

TEL 072-298-5037   

FAX 072-293-4505  

営業時間 10 時～16 時 

(6・7・8 月は 10 時～17 時) 

定休日   火曜日(祝日の場合翌平日) 

入園料金 

大人 300 円  

小人 250 円  

幼児 200 円  

 

 
～材料～ 

米          3 合   
エリンギ       大 2本(約 100ｇ) 
松茸の味お吸いもの  3 小袋    
しょうゆ       大さじ 2 と 1/2    
日本酒        大さじ 1 と 1/2    
三つ葉        適量 

観光農園「南楽園」は堺市にあります。 
自然の恵みと味を満喫できます。時期によってぶどう狩りは４種類
のぶどうが味わえ、梨狩りでは 5 種類の梨が味わえます！どちらと
も採り放題ではありませんが、無制限で好きなだけ食べられます☆ 
季節によって、みかん・なし・ぶどう・くり・さつまいも・じゃが
いも・すもも・いちご・甘夏みかんなどを選び召し上がれるそうで
すよ！この他にバーベーキューなどの食事や遊びを楽しめたり、金
魚釣りやみやげ物の買物も楽しめるみたいなので、家族みんなで出
かけてみてはどうでしょう！ 

～松茸風ごはんレシピ～ 

※大人：中学生以上  小人：小学生  幼児：0 才児(乳児)以外 

          

 

      

ご予約、お問い合わせ 

はこちらまで 


