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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 3組（コロナの感染拡大防止の為、定

員を減らしています） 

※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！！ 

その他 

 
【開設時間】月曜日～金曜日（１０：００～１５：００） 

【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） 
※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１４：３０～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。 

15 日に自粛要請が延長したら受付できなくなりま

す。 

 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♪ 

 

■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/ 

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。 
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 井手畑 

※随時園見学を行っていますのでご連絡ください。 

 

泉南市の健診日程 

A,エサをあげる→精神年齢 10 代 

物をもらうことで喜びを感じるあなたは、自分を認めてほし

いという段階に至っていないようです。他の人にはない無邪気

さや、あどけなさが魅力的な一面であると言えます。 

B, なでてかわいがる→精神年齢 20～30 

なでる、触れられるという行為は、人間の最も原始的な欲求で

す。精神的には大人と思っていても、まだまだ若者らしさ、子

どもらしさが残っています。一時的な感情で物事を判断するこ

ともあります。 

C, 一緒にボールで遊ぶ→精神年齢は、頼りがいがある 40～50

代 

ボールを使い、同じ目線に立って楽しめるあなたは、自分を受

け入れつつも、他人も受け入れることのできる余裕と自信にあ

ふれた人。気持ちの浮き沈みは少なく、頼もしさがあります。 

 

 

 

 



「ひまわりキッズ幼児教室」は英語遊びや体操遊び、制作、子どもたちが夢中に
なって楽しめる内容が盛りだくさん☆興味がある方は是非ご応募ください。お待ち
しております♪ 

※大好評につき前期は満員となっております。(後期)1 月 17 日(月)～2 月 28 日(月)の分を

お待ちください☆ 
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子育て豆知識 

Q. 1歳 9ヵ月の息子です。物を投げる癖があ
ります。どう伝えればいいのでしょうか？ 
 

 

A．元気一杯のお子さんですね。投げるという動作は大切

な体の発達ですよ。まずは、どういった理由で投げている

のか理解してみましょう。 

自分の思うように手足を動かせるようになってきた嬉し

さでしょうか。新しいことに興味津々になると、何でも投

げるようになってしまいます。 

 

Q．積み木やミニカー等、固くて重さのある物
を投げたりすると、本当にヒヤヒヤします。 
A．投げてもいい物・いけない物の区別を伝え
ていくことが大事ですね。 
 

 

それでは投げ癖への対応をいくつか紹介したいと思います。 

その１：「あ、まずい」と思ったら、予備動作の間に即止める 

その２：真剣に危険だという事を伝え続ける 

その３：おもちゃや物の気持ちを代弁して伝える 

その４：子どもの気持ちを汲んであげる 

少しずつ大人の言葉も理解できるようになってきていると思いま

す。遊びでしているのか、言葉にできないイライラを投げること

で表現しているのか、しっかり見極めてあげて下さ i. 

長々とお説教するのではなく短い言葉でしっかり伝えて子どもの

心のスイッチを別の方向に切り替えてあげましょう。 

 

ありがとうございました。 

※新型コロナウイルス感染症の状況によっては、やむなく中止とな
る場合がございます。ご了承下さい。 

【ひまわりキッズ幼児教室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。 
*体調が悪い、熱がある、のどが痛い、匂いや味が分からない等の症状がある場合
などは、ご連絡の上ご欠席ください。 

ぞうくんのあめふりさんぽ 

作・絵 なかのひろたか 

出版社 福音館書店 

ぞうくんはあめふりの中をさんぽです。 

かばくんをさんぽに誘うと「いけの中ならいいよ。」さて、ぞ

うくんはどうやって池の中をさんぽするのでしょう。 

そしてわにくん、かめくんと次々やってきて・・・。 

最後の場面で「ばっしゃーん！」と盛り上がります！ 

 ほのぼの、ほんわかおっとりしたぞうくんと一緒にのんびり

散歩している気分で進んでいくのが気持いい、そして最後の躍

動感あふれる場面との対比が面白い。何回読んでも喜ばれる子

どもたちに大人気の絵本です！ 

 

たっちゃんのながぐつ 
作 わかやまけん 
出版社 こぐま社 
欲しかった黄色の長靴を買ってもらったたっちゃん。ところが

砂場で片方をなくしてしまい、今度は赤い長靴を買ってもらい

ますが…。 

たっちゃんは買ってもらった長靴をさっそく泥だらけにしてし

まったり、なくしてしまったり…。それでもお母さんは怒った

りすることなく新しい長靴を買ってあげます。子どもたちに思

いっきり遊ぶのはいいけど「もうなくさないよ」と自ら学ばせ

る絵本になってます！ 

 

【材料】 

・上新粉 ３０ｇ 

・小麦粉 ５０ｇ 

・砂糖 ５０ｇ 

・水 ２１０ｇ 

・抹茶 ２１０ｇ 

・甘納豆 適量（100～120ｇ） 

 

ぴっつんつん 

作 武鹿 悦子 

絵 もろかおり 

出版社 くもん出版 

絵本のテーマは、あめ。 

「ぴっつんつん」という印象的な言葉のくり返しで、傘を

もった子がどんどん増えていきます。でもひとりだけ違う

色の子がいます。仲間に入れるかな？ 

０、１歳の小さな子どもでも十分に絵と音の美しさが楽し

める絵本だと思います。雨の日の気分を楽しくしてくれる

雨の日の読み聞かせにぴったりの絵本です！ 

 

～作り方～ 

1甘納豆以外の材料をすべて混ぜ、こし器でこしなが

ら型に流しいれる。 

2①を 600ｗのレンジで 5 分加熱する。取り出して甘

納豆を並べ、再度 600ｗのレンジで 5分加熱する。 

3②の型を氷水にあててあら熱を取り、冷蔵庫で冷や

す。型から取り出し、3角形に切って器に盛り付けた

ら完成。 

 

 

憂鬱な梅雨の季節に美しく彩を添えてく

れるあじさい。今はドライフラワーとしても

大人気のお花です。実は古くから、6月のこ

の時期にアジサイを軒下に吊るしておくと

魔除けになるといわれています。今では紫陽

花をドライフラワーにし、玄関につるしてお

くと「お守りアジサイ」として幸運を運んで

くれると親しまれていますよ。 

 

 

溶連菌感染症(A群溶血性レンサ球菌咽頭炎) 

例年 4月から患者数が増加傾向となり、6月頃にピークを迎えて

います。6月～7月末の流行は、1年で患者数が最も多くなります。

溶連菌感染症は、子どもがかかりやすく、発疹が出る感染症です。

主な感染経路は、発症者もしくは保菌者(特に鼻咽頭部に保菌して

いる者)由来の飛沫による飛沫感染と濃厚な直接接触による接触

感染です。物品を介した間接接触による感染はまれですが、患者、

保菌者由来の口腔、もしくは鼻腔由来の体液が明らかに付着して

いる物品では注意が必要です。予防のためのワクチンはまだ実用

化されていません。 

レジオネラ属菌（Legionella） 

レジオネラ症は、レジオネラ属菌（Legionella）という細菌を吸

い込むことによって起きる感染症です。症状は、高熱や咳、頭痛な

どで始まり、肺炎や呼吸困難へと進行し、ひどい場合には死に至る

ケースも報告されています。糖尿病や呼吸器疾患などの持病のあ

る方、多量の飲酒や喫煙をされる方など、発症に関連する危険因子

がいくつか知られていますが、特にこれらに該当しなくても発症

することがあります。レジオネラ属菌は、湿度の高い環境で爆発的

に増殖します。ビルの空調用冷却塔や循環式浴槽、加湿器をはじ

め、水道の蛇口やシャワーヘッド、車のエアフィルターなど、日常

的に水がたまりやすく、湿度が高くなる環境では、この時期特に感

染源となりやすいため、定期的な衛生管理が不可欠です。 

季節の変わり目で身体に不調を感じたら、医師への相談をおすす

めします。 

 

 

 

 

大きなバルーンの中

に入ってみたり♪ 

可愛い制作を作っ

たり♪ 

スッキリしないお天気が続き、気温も上がってなんだかムシムシ。不快指数が高い季節を迎えましたね。この季

節、なんとなく不快に感じるだけではなく、実際に体調もすぐれないなんていう方も多いかもしれません。そうはい

っても、６月になると待ちわびた夏はもうすぐ！この季節をなんとか少しでも快適に乗り切って、楽しい夏を過ご

すための準備をしたいものですよね。長雨が続いたりすると、気分も体調もすぐれないことが多いですが、そんな時

にオススメしたいのが「アロマテラピー」です。この時期に特におすすめしたいのが、ユーカリ、ペパーミント、テ

ィートゥリーなどのすっきりした香りが特徴の精油。また、深いリラックス効果や自律神経のバランス調整の効果、

免疫力を強化する効果などがある万能選手のラベンダーもオススメです。使い方はとても簡単で、アロマポットに

精油をたらして温め、空気中に拡散させるだけ。たったそれだけで、よい香りがお部屋に広がるだけではなく、抗菌

効果でカビを防いでくれるのだそうです。アロマポットがない場合には、ティッシュやガーゼに精油をしみこませ

て、扇風機に結んだり、エアコンの吹き出し口にはさんでおくという方法もあります。ここではアロマテラピーのほ

んのさわりだけ紹介しましたが、まだまだ奥が深いアロマテラピー、この時期にこそ生活の中に取り入れてみては

いかがでしょうか。 

 

 

【心理テスト】 

あなたは一匹の犬を飼うことになり

ました。しかし、出会ったばかりの犬は

なかなか自分になついてくれません。

どんな世話をしたら、その犬は心を許

してくれるでしょうか？ 

A、エサをあげる 

B、なでて可愛がる 

C、一緒にボールで遊ぶ。 

 

 
 

 

 

泳ぐ真似をする 

 

最初は人差し指だけですが、 

回を重ねるにつれて１本ずつ 

指も増えていきますよ！ 

https://www.youtube.com/

watch?v=7kpzxZVm-tc 

 こちらの URL に一匹のかえるの曲

があるので聞いてみてくださいね♪ 

 

一匹のかえる  ぴょんぴょんぴょんぴょん ジャンプして  ケロケロけろうたってる  おいけのなかに 

 
 

➀人差し指をだしてぴょんぴょん跳ねさせる ②チョキにしたまま両腕を前に伸ばす ➂ケロの数だけ指を立てる ④両手で輪を作る 

 

 

 

 

 

ジャポーン  スイスイスイ 

 
 

⑤輪の中に飛び込むように⑥ 泳ぐ真似をする 

 

https://cookpad.com/cooking_basics/8120
https://www.google.co.jp/url?sa=i&url=https://rizumu315.hamazo.tv/e4579542.html&psig=AOvVaw2dxGw48KemkhY2vkBBXsmZ&ust=1621068787460000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDLhfrlyPACFQAAAAAdAAAAABAD
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