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オープンハウスはフリースペースとなっておりましたが、水曜日のオープンハウスは
季節の製作など、毎週様々な楽しい企画を用意しています。ぜひ予約の上、ご参加下
さい。
【開催日時】水曜日

9:00～11:30

＊ご利用について＊
・皆様に安心安全にご利用いただくために、新型コロナウイ

【10 月の予定】
10 月 6 日 ハロウィンお菓子箱作り
13 日 トランポリン遊び
20 日 身体測定
27 日 手形・足形

ルス感染拡大防止に配慮した取り組みを行なっています。
・感染拡大防止の為、休館となる場合があります。
・密を避けるために事前予約制・利用人数制限（５組）とな
ります。電話で予約の上、お越し下さい。当日の受付もし
ておりますので、来園前にお問い合わせ下さい。
【お問い合わせ】
子育て支援センター 愛の泉ふれあいホーム
住所：加須市土手２-１５-５７
電話：0480-62-2990

子育てワンポイント～子育ての根っこにこだわろう編～

成長を見守る
愛泉寮副施設長 潮田暁広
長男は我が家にとって初めての子で、祖父母にとっても初孫でした。祖父母が近所に住んでいたこともあり、子
どもひとりに 4 人、母親の妹もよく遊びに来てくれて 5 人の大人に囲まれて、ぬくぬくと甘やかされて育ちまし
た。
共働きでしたので、生後半年くらいから保育所に通い始め、保育所でもその延長でガキ大将だったようです。4
歳児クラスになった時に、その状況が一変します。ライバルが現れたのです。今まで他のクラスだった A 君と同じ
クラスになり、毎日のようにケンカし、負けてへこんで帰ってきていました。親として心配する気持ちは当然あり
ましたが、これは長男が自分で乗り超えないといけない壁だ！と思い、担任の先生と共に見守ることにしました。
しばらくすると２人はとても仲良くなり、小学校に上がると A 君の誘いで同じ少年野球チームに入り、親友のよう
な関係になりました。張り合う関係から、良い関係に発展することができて良かったと喜ぶ反面、ガキ大将２人が
つるんで騒動を起こすこともあり…、親としては苦労することもありました（笑）。
２人の間に、長男の中で何があったのかはわかりません。うまくいくことばかりではないと思います。子どもは
子どもなりの世界、感じ方で、自分の力で成長し、問題解決していくことができるんだな…と、思ったエピソード
です。

【子育て相談】（月曜日～金曜日 ９：００～１６：００）
子育てで悩んでいることはありませんか？ご一緒に考えていきましょう。お気軽にお電話ください。
電話０４８０－６２－２９９０（子育て支援センター愛の泉ふれあいホーム）

「息子にとってのお泊り保育」
愛泉幼児園保護者 矢嶋愛美
「お泊り保育楽しかったな」先日、息子がボソッとつぶやきました。
羊組(２歳児クラス)からお世話になっている息子もついに平和組(5 歳クラス)にあがり、お泊り保育という一大
イベントを迎えたのですが、親と離れて夜を過ごした事のない息子にとって、お泊り保育はあまり楽しみにしてい
る行事ではない様子でした。数日前まで、「お泊まり保育の日は保育園行かない。休む！」と珍しく参加を拒否し
ていたのです。普段、日中祖父母の家で過ごしていても、泊まる事は一度もなく、夜は必ず帰って来る息子。そん
な息子にとってお泊り保育は不安でしかなかったのだと思います。
当日が近づくにつれ、「行かない！」という言葉は減ったように思いますが、どことなく不安を抱えているよう
な息子の様子から、心配ばかりが募り、当日の夜はあまり眠れなかったのを覚えています。夜さえ越せれば大丈夫
…と思ってはいたもの、やはり不安や心配がぬぐい切れませんでした。主人と娘を連れ、迎えに行くと、ニタニタ
顔の息子の姿が見えました。その姿に安堵し、どんな話をしてくれるのだろうと楽しみにしていました。しかし、
聞けばああだった、こうだったと答えてくれるものの、口数は少なく、いまいちだったのかなと少し残念に感じて
いました。
そんな中での息子の一言。この言葉に本当に驚き、「楽しかったの?!!」と思わず、聞き返してしまいました。す
ると息子は「楽しかったよ」とお泊り保育の出来事を順々に話してくれたのです。少し日は空いてしまったけれど、
その場その場で何でも口に出していた息子が順を追って話が出来るようになっていた事に、大きな成長を感じまし
た。
あと数ヶ月したら息子も小学生です。常に心配はありますが、残りの愛泉幼児園での生活を息子らしくのびのび
と楽しく過ごしてほしいと思います。最後に今回のお泊り保育実施にあたり、先生方には様々なご配慮をいただき
ました事、改めて感謝申し上げます。本当にありがとうございました。

「コロナ禍での夏」
愛泉乳児園保育士 野口侑香
新型コロナウイルスが流行してから２回目の夏が来ました。子どもたちにとって楽しい夏の思い出作りをしたい
と、職員で意見を出し合いました。その結果、感染症対策を十分に行いながら、納涼祭、バーベキュー、お泊り保
育が実施されました。普段、夜に出る事のない子どもたちも、打ち上げ花火や色とりどりの手持ち花火を大人と一
緒に経験し、楽しむ事が出来ました。納涼祭では、可愛い甚平に着替えてポップコーンやクレープ、焼きまんじゅ
うに焼きそばを夢中になって食べる姿を見せてくれました。バーベキューとお泊り保育では、出来立ての焼きそば
やポテト、自分たちで作ったサンドイッチを食べて満足そうな表情でした。そんな子どもたちの笑顔や姿を見て、
なにより大人が笑顔になりました。コロナウイルスによって出来ない事は増えましたが、その中でも出来る事を探
してこれからも楽しい日々を過ごしていきたいと思います。

ふれあいポエム
『おばけやしきにおひっこし』

休み明けに、額にたんこぶ、額と鼻の頭にすり傷を作

（光村教育図書）

って登園してきた A 男。１週間経った頃、たんこぶがひ

作：カズノ・コハラ

けたので…。

訳：石津ちひろ

保育士「A 君たんこぶ治ったね」

マージョリーとねこのオスカーが引っ越して
きたのは、なんとおばけ屋敷。でもね、大丈夫。
だってマージョリーは…。
（どんぐりころころ 木村直美）

A 男「うん。たんこぶとれた！」
保育士「…？とれた？」
よく聞いてみると、かさぶたがとれ、スッキリしたそ
うです。

（５歳 男児）

そもそも防災食ってどれくらい準備すればいいの？

（家族４人が３日間過ごすための備蓄例）
飲料水 ３６ℓ（２ℓのペットボトルが１８本）１人９ℓ×４人分
非常食 ごはん

２４個

レトルト食品（カレー等）３２食

味噌汁

１６個

缶詰などのおかず

カップ麺
パスタなどの乾麺

４個

カセットコンロ

２０個
１個

４００ｇ

カセットボンベ
これが１週間だと倍以上になります。かなり多く感じるのではないでしょうか？

６本

一気に用意すると大変になりますので、普段から食べやすく保存のきく物を常備しておきましょう！もちろん
食品だけでなく、トイレットペーパーなどの日用品を多めに買っておいたり、お風呂の残り湯は翌日まで残して
おいたり普段からできることをしましょう！

あなたの家は何いれる？カスタマイズリュック！
１つ軽いものの防災セットを用意しておくと、荷物の分散ができ、いざとなったら子どもだけでも逃げられ
大人も安心します。
～キッズ防災リュックに入れるおすすめの物～

・ウエットティッシュ

・手を加えなくても食べられる物（ゼリーやクッキー）

・カイロ

・軽くて暖かいブランケット
・ランタンや懐中電灯（ソーラータイプの物だとさらに〇）
＊まずは、最低限の持ち出し袋作りましょう！
ご家庭の人数に合わせて、家庭に合った防災リュックを見つけてみてください♪

秋におすすめ！

＊柿とほうじ茶のパウンドケーキ＊
柿はとても栄養満点！残ってしまったらもったいないのでおやつにしちゃいましょう！
＜作り方＞
① 柿を一口大に細かく切る。

＜材料＞

② オーブンを 180 度で予熱しておく。

（100 均のミニパウンド型で

③ ボウルにバターを入れ、柔らかくなるまで混ぜ、砂糖を入れて少し
白くなるまでさらに混ぜる。

約２本分）
・ホットケーキ MIX 150ｇ

④ ③に卵を１個ずつ入れて分離しないように手早く混ぜる。

・砂糖

⑤ ④にホットケーキＭＩＸとほうじ茶パウダー、牛乳を入れて混ぜ合

・卵

2個

・ほうじ茶パウダー

10ｇ

わせる。

⑥ 粉っぽくなくなってきたら細かくきった柿を入れて混ぜ合わせる。 ・牛乳
⑦ オーブンシートを敷いた型に⑥を流し込み、予熱しておいたオーブ ・柿
ンで４０分焼く。

・バター

50ｇ

40cc
中 1/2～1 個
100ｇ

⑧ 表面が焦げ付きそうな場合は、アルミホイルをかぶせて、中までじ
っくり焼く。

柿がたくさん余った時は試してみてくださいね♪
愛泉寮栄養士

小林愛美

☆スポット①、②は、いずれも定員５組で、事前申し
込み制となります。
問合せ：愛の泉ふれあいホーム ☎0480-62-2990

スポット① ☆わくわくツインズ☆
双子（多胎児）の親子・妊婦が集まって、子育て
の楽しさや大変さを一緒におしゃべりしたり、情報
を交換する場です。お子さんも一緒に遊びましょ
う。気軽にお申し込み下さい。

月・水・金曜日 9：00～11：30

日時：10 月 12 日(火) 10：00～11：30

０歳から就園・就学前までのお子さんと保

☆オープンハウス☆

護者の方が自由に過ごせる場です。

スポット② ☆オープンハウス（０歳児対象）☆
赤ちゃんとご家族が自由に交流できる場です。ス
タッフもおりますので、初めて広場に参加される方
も、どうぞお気軽にお越し下さい♪

ホールの滑り台や積み木、ブロックなどの
遊具で一緒に遊びましょう。お子さんへの絵
本の読み聞かせや手遊びを体験できる、おは
なし会(11:20～11:30)もあります。また、
絵本の貸し出しもしています。

対象：概ね３ヶ月～１歳未満のお子さんとご家族

スタッフも一緒に過ごします。お子さんの

会場：愛の泉ふれあいホーム２階

育ちにみなさんで関わっていきましょう。

日時：10 月 4 日・11 日・18 日・２５日

ふれあいホームまでお問い合わせ下さい。

毎週月曜日 9：00～11：30

新型コロナウイルス感染症拡大防止に努めながら、
現在オープンハウスと相談業務を行っています。ホー
ムスタート事業についてはお問い合わせ下さい。ご理
解とご協力のほどよろしくお願いいたします。

＊交通案内図

仕事復帰に向けて、いろいろな不安や心配事がたく
さんあるはず･･･。一人で、あるいはご夫婦だけで悩
んでいませんか？
この機会に、みなさんで一緒に語り合いませんか？
【日時】2021 年 11 月 9 日(火)

東武伊勢崎線加須駅から徒歩 15 分

10:00～11:30（受付 9:30～）
【対象】産休・育休中のパパママ、マタニティ
ワーキングママ（仕事に復帰された方の
参加も可能です）
【定員】5 組（同室保育）
【場所】愛の泉ふれあいホーム２階
【担当】伍井（栄養士）
【申込み期間】11 月 2 日(火)までに愛の泉ふれ
あいホームへお申込み下さい。

☆編集後記☆ 秋も深まり、紅葉便りが聞かれる季節と
なりました。各施設、感染症対策を講じながらお泊り保
育などの行事が行われ、子どもたちの笑顔とともに成長
を強く感じ職員の励みとなっております。まだまだ感染
症に注意しながらの生活は続きそうですが、一緒に乗り
越えていきましょう。

（乳児園職員 菅谷）

