信達こども園では、毎月第１火曜日に
Cafe Shindachi を OPEN しています。

今回の回答から分かるのは、ずばり「あなたの持ってる才能」です。

・OPEN 10:00 CLOSE 12:00

スポーツ、芸術、音楽…あなたに眠っている才能があるかもしれません。

・ご予約優先 先着 3 組（コロナの感染拡大防止の為、

気付いていない特別な才能があるかもしれませんよ！

定員を減らしています）

A：「ぶどう」を選んだあなたには…工夫を凝らして何かを作り上げる才能が！
A を選んだあなたは、「もの作り」の才能があるようです。例えば身近なところで

※満員の時は次回のご予約を優先的におとり頂けます。

料理やアクセサリー、パッチワークやガーデニングなどいろいろな種類の素材を

また園庭開放も同時に行っていますので、

うまく組み合わせて、ひとつの作品を作り上げるというセンスがとても強いよう

広い園庭で沢山遊んで帰ってくださいね！！
…その他…
【開設時間】月曜日～金曜日（１０：００～１５：００）

B を選んだあなたは、「人を癒す」才能があるようです。例えば聞き上手だった

[泉南市の健診日程]

【申し込み】予約制です。
毎月第１火曜日１４：３０～信達こども園へ電話
にて申し込んで下さい。

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

れよう」という気持ちで接するとより人間関係がよくなるでしょう。

子育ての悩み・相談等承ります。
おります。

信達こども園から地域の皆様にお届けする情報誌 2021.9.1～Vo.138

緊張しすぎているからかもしれません。「受け入れてもらうのではなく、「受け入

※就学前の子育てについて、健康、食事、遊び等、

☆木曜日１０：００～１１：００

り、場の空気を和ませたり、人を穏やかな気持ちにさせるのが得意ではありませ
んか？もし人とコミュニケーションを取ることが苦手ならば、それはあなた自身が

【電話相談】月曜日～金曜日（１０：００～１５：００）
【来園相談】月曜日～金曜日（１０：００～１５：００）

【その他】サークルさんにスペースを貸し出して

です。今年の秋はいろいろな創作にぜひチャレンジしてみてください！
B：「柿」を選んだあなたには…人をホッと安心させる才能が！

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
【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♪

C：「梨」を選んだあなたには…我が道を突き進む内面的な美の才能が！
C を選んだあなたは、「美」に対する才能に溢れているようです。
見た目の美しさに限らず、芯の強さや知的好奇心、理想を求めて努力する姿
勢、冷静に自分を見つめる心など、水面のように美しい心を持っています。もし
自分はそうでないと感じるならば、それは自己肯定感が低いせいかもしれませ
ん。謙虚せず、もっと自信を持って大丈夫です。堂々と振る舞うなど、あなたの
美は輝きを増すでしょう。

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。

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。

■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
●阪和線自動車道泉南ⅠC 下車約５分
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 TEL：072-483-4642 FAX：072-483-4770
URL：http://www.shindachi.com/

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！！

信達こども園は幼保連携型認定こども園とし
て、幼稚園と保育所両方の機能を合わせ持って
います。
保護者の就労に関係なく、当園の教育保育を
受けることが可能です。
「心の力、体の力、学ぶ力」を育くむ様々な教
育保育を通して、子どもたちの持っている無限の
可能性を引き出し、未来に繋がる人間形成を目
指します！
【対象】3～5 歳児（2018 年 4 月 2 日～
2017 年 4 月 1 日生まれ）
【願書提出書類配布】8 月頃予定しています。
【問い合わせ】信達こども園
☎072-483-4642 担当 林
※園見学を随時行っていますのでご連絡ください。

夏の暑さも和らぎ、秋の匂いや気持ちのいい風を感じられるようになりました。
1 年で最も美しいとされる「中秋の名月」を鑑賞しながら収穫に感謝する日と言
われているのが「十五夜」。2021 年の十五夜は 9 月 21 日(火)です。平安貴族が中
国の風雅な観月を取り入れ、のちに庶民に広がると、秋の収穫物を供えて実りに
感謝をする行事となりました。十五夜は芋類の収穫祝いを兼ねているので、別名
「芋名月」といい、里芋やさつま芋を供えます。また穀物の収穫に感謝し、米を粉
にして丸めて作ったのが月見団子の始まりであり、地域に根差した様々な月見団
子もあります。例えば関西では里芋に見立てた形の団子を餡でくるんでいますよ。
￥
美しい月を眺めながら月見の宴…こんな雅なひと時を我が家で実現させてみるの
はどうですか？窓際に食卓を移動して食事をしたり、デザートに月見団子を頬張
れば雰囲気が出るかもしれませんね。部屋の照明を消してろうそくやキャンドル
を灯して、みんなで月ウサギを探したり、月の話で盛り上がればロマンチックな
時が過ごせるかもしれません！！いつもと違う素敵な夜をお過ごしください★

子育て豆知識
娘は今月で１１ヶ月になります。今までほとんど母乳で育ててきまし
た。いつも私と一緒にいるせいか、あまり離乳食を食べずにしょっちゅう
母乳を欲しがりますがこのままでいいのでしょうか？

しっかり母乳で育てられたということで、きっとお子さんも丈夫に育っていることでし
ょう。11 カ月ということでこれから少しずつ歯も生えてきて、お食事の楽しみを知っ
てほしいところですね。
赤ちゃんに母乳を欲しがるときに与えるのは原則ですが、離乳食をスタートさせる
と、進み具合や食品の種類、調理形態など、配慮しなければならないことが多くな
ります。それは、乳汁を吸うことから、食べものを噛み潰し飲み込むことへとレッスン
を重ね、自分で噛める・食べられる力を獲得していくためなのです。母乳を飲むこと
は悪いことではないですが、お話の様子から考えると、そろそろ量や飲む回数を調
節していく時期に入ってきたかもしれません。

9 月 9 日は救急の日！
みなさんは怪我や病気の手当の仕方を知っていますか？
怪我をしないように気をつけなければならないことを知って
いれば、いざという時に役立つばず！！
この救急の日を機会に怪我の防止や手当の仕方について
改めて考え直してみてはどうですか？

☆覚えておきたい主な外相の応急手当☆
自然と欲しがらなくなるまで母乳は与えていてもよいとも聞きましたが、この

あなたを秋の旬の果物に

9 月 24 日(金)ＡＭ10：30～ＡＭ11：30

例えるなら次のうちどれ？

親子で一緒にできるヨガです♪赤ちゃんとスキンシップを楽しみながら出来るので、赤ちゃんとの
ふれあいを大切にしたいという方にピッタリのエクササイズです！子育ての中のちょっとしたリフレッ

A：ぶどう

シュにぜひ、参加しませんか？ご予約お待ちしています☆

場所：信達こども園

C：梨

【対 象】0 歳 3 カ月～お子様と保護
者様(泉南市住在の子育て
家庭の方)
【参 加 費】無料
【
】水筒、汗拭きタオル。必
要な方は着替え、オム
ツ、バスタオル等
持って来て下さい。
【定 員】9 組
★ご予約はこちらまで
【 T E L 】072-483-4642

日時：9 月 24 日（金）
10：30～(1 時間程度)
予約方法：8 月 2 日(月)
ＰＭ2：30～
お電話にて受付開始！
※応募人数が多い場合は先着
順となります。
※ご不明な点は、
くろ か わ

B：柿

しんぼう

担当者（黒川・辛坊）まで

9 月 2 日は「おおきに！」
の日というのは知っていますか？
なぜ 9 月 2 日なのかというと、
「0092(おおきに)」という語呂合わせが
由来となっています。大阪でコーヒー
ストアを展開していたおおきに株式会社に
よって制定された記念日です。関西弁で
おおきに＝ありがとうという意味ですが、こ
うして感謝の気持ちを伝えることが目的と
されています。「おおきにの日」をきっかけ
に普段から「ありがとう」の気持ちを
伝えてみて下さいね。

【ベビーヨガにおけるコロナ対策】
*検温と手指消毒をお願いします。
*マスクの着用をお願いします。
*なるべく三密を避けるため、定員人数を減らし、間隔をあけて行います。
*換気をし、空気の入替えを行います。

ままでは離乳食が進まないのでは、と心配になってきました。

いつまでも母乳を欲しがるのは、2 つの理由が考えられます。
1)離乳食が上手く食べられず、満腹になっていないか？
発達に合った調理形態（固さ、大きさ、粘度）でないと、唇や舌、下顎のうごきが
引き出されず、食べる(捕食、咀嚼、嚥下する)ことができません。固さや大きさ
が、お子さんに合っているか食べる様子を見守りながら、少しずつ離乳食の量
が増えるように工夫してみてはどうでしょうか？
2)お母さんにまだまだ甘えていたい
母乳を無理にやめる必要はありませんが、徐々に遊びに興味が向かうようにし
ましょう。「いつも母親といる」から、「母親に見守られながらお友だちと遊ぶ」へ
と人間関係が広がり、活動量を増えると食欲も湧いてきて母乳以外の食べもの
に興味や関心を示すようになるでしょう。
また、母乳を欲しがった時にすぐに与えるのではなく、この時期になると、寝る前
や離乳食後に与えるようにしましょう。
生活リズムを整える大切な時期でもあり、3 回の食事時間を定めるなど、お母
さんも無理せず少しずつ移行していってはどうでしょうか？
ありがとうございます。

○出血○
①すり傷などで砂や泥がついている場合は洗い流す
②出血部分にガーゼやタオルを当て、その上から手で圧迫する
※感染防止の為、直接手を触れないようビニール袋
などを使用しましょう。
③傷口は心臓よりも高い位置にする
○やけど○
①流水で冷やす
②衣服の上からやけどをした場合は無理に脱がさず
そのまま冷やす
③水ぶくれはつぶさない
④冷やした後は消毒ガーゼなどで保護し、医療機関へ
○骨折○
①折れた部分に添え木などを当てて固定し、医療機関へ

*体調が悪い、熱がある、のどが痛い、等の症状がある場合はお休みして下さい。
おつきさまこんばんは
作 林明子
出版社 福音館書店
ページをめくる度に 少しずつ現れるお月さま。雲が来て顔が見え
なくなりそうになると困った顔。雲から顔を出してみんなに会えた

子どもたちに人気なカレー
をみんなで作る手遊びです。
食材を真似しながら歌うので
カレーの作り方も知れちゃう
親子で楽しめる手遊びです！！

https://www.youtube.com/watch?
v=PMq3mnl9E40
こちらに動画があるので
見てみて下さい！

♪にんじん

♪たまねぎ

♪じゃがいも

♪ぶたにく

♪おなべでいためて

時には にっこり笑顔。このお月さまの表情がたまらなくいいので
す!
空に浮かぶお月さまを、あかちゃんは不思議な生きもののように
見つめます。そのお月さまや、お月さまの前を横切る雲とお話をす
るように描かれた傑作です。

【材料 2 人分】

♪グツグツ煮ましょ

おつきみうさぎ

愛のスコール

作 中川ひろたか

粉ゼラチン

出版社 童心社

水

すすきが沢山の野原で出会ったうさぎ。光っていて何だか神
秘的。

(仕上げ用)
ミント

思ったら、このうさぎ、月のうさぎだったんです!
どうやって月に帰るのかなと思ったら、え、そんな方法！？

➀両手をピース

②両手で丸を作る

♪おしお

♪カレールー

③両手をグー ④鼻に手を当て豚のように ⑤両手で炒めるポーズ ⑥両手をパーでヒラヒラ

♪そしたら味みて

♪こしょうを入れたら

♪はいできあがり

14 ひきのおつきみ
作 いわむらかずお
出版社 童心社
色づいた葉と、どんぐりの実の揺れる太い樫の木を登り、ねずみな
がらの小技を使ってお月見台作りに奮闘する子どもたちの姿が、実
に生き生きとしています。その光景を木の上から描写した構成は立
体的で、まるで迷路を見ているかのよう。「自分たちも上ってみた
い」と、うらやむ小さな読者も、きっといることでしょう。

⑦塩を一つまみ

➇カレーの箱を作る

⑨味見のポーズ

⑩こしょうを振りかける ⑪両手をパーでヒラヒラ

夕日が沈み、満月が昇る場面は壮観です。ススキを飾り、月見だん
ごをお供えするお月見の風習を知ることができますね。自然の気高
さと、自然と共存する美しさが描かれた、日本の秋がいっぱいの作
品です。

大さじ 2

愛のスコール

でも、みんながご飯をあげても全然食べず、元気がない…と

お月見団子の作り方や大きさが紹介されているのも良いです
ね。お月見の時期にオススメの絵本です。

200 ㎖
1 袋(5ｇ)

大さじ 2～

適量

お好みの果物

適量

１.スーパーやコンビニなどでも売っているスコールを使用します。
２.耐熱容器にゼラチンと水を入れ、電子レンジ 600w
で約 15 秒加熱します。温まったらしっかり混ぜて溶かす。
３.粗熱が取れたら保存容器に２を入れ、よく冷やしたスコールを少しず
つ注ぎながら混ぜ合わせる。
４.炭酸が抜けないように、ゼリー液の表面にラップをぴったり被せ、冷蔵
庫で 1 時間以上冷やし固める。
５.ゼリーを軽く崩すように、一人分ずつ盛り付ける。
仕上げにスコールを加え、お好みの果物やミントを添える。

