
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

日 曜日 午前 午後 

１ 水 リトミック 園庭自由遊び 

２ 木 泥んこ遊び 園庭自由遊び 

３ 金 お弁当 園庭自由遊び 

４ 土 おやすみです (^o^)／ 

５ 日 おやすみです (^o^)／ 

６ 月 カラフル粘土 カラフル粘土 

７ 火 園庭自由遊び 園庭自由遊び 

８ 水 リトミック 園庭自由遊び 

９ 木 水遊び 園庭自由遊び 

10 金 親子クッキング 園庭自由遊び 

11 土 おやすみです 山の日(^o^)／ 

12 日 おやすみです (^o^)／ 

13 月 新聞紙遊び 園庭自由遊び 

14 火 園庭自由遊び 園庭自由遊び 

15 水 リトミック 園庭自由遊び 

16 木 水遊び 園庭自由遊び 

17 金 お弁当 園庭自由遊び 

18 土 おやすみです (^o^)／ 

19 日 おやすみです (^o^)／ 

20 月 園庭自由遊び 園庭自由遊び 

21 火 親子 de ダンス 園庭自由遊び 

22 水 リトミック 園庭自由遊び 

23 木 水遊び 園庭自由遊び 

24 金 パン作り 園庭自由遊び 

25 土 おやすみです (^o^)／ 

26 日 おやすみです (^o^)／ 

27 月 体育遊び 園庭自由遊び 

28 火 園庭自由遊び 園庭自由遊び 

29 水 リトミック 園庭自由遊び 

30 木 身体測定 身体測定 

31 金 身体測定・お弁当 身体測定 

 夏だ！海だ！夏休みだ！と子供たちの楽しそう

な声があちらこちらで聞こえますね。支援センター

むぎわら帽子も水遊びや親子クッキング、製作と 
楽しいこといっぱい企画中です。 
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【「むぎわら帽子」利用時間】 

≪平日≫ 

午前 8：30～12：00 まで 

午後 13：00～15：00 

スケジュールは変更になることも

あります。 

♦♫♦「麦わら帽子」の一日の流れ♦♫♦ 
8：30 「麦わら帽子」開園 

9：30  朝の歌 

10：00 日替わり活動♪ 

※左表月間カレンダーをみてね。 

11：45 手遊び・絵本の読み聞かせ午前お帰りの歌 

12：00 午前の部 終了 

13：00 午後の部 開園 

15：00 「麦わら帽子」閉園 

※内容、時間に変動有り 

※クッキングや野外活動等の際は要予約制 

（その都度お知らせします。） 

☆親子クッキング♪ 
今月は…（育てた夏野菜を使って）

♪サラダスパゲティ♪＆冷わらび餅 

・8 月 10 日（金）10：00～ 

持ち物：エプロン・三角巾等 

※材料費がかかります。 

※材料準備がある為、２日前まで

に申し込みしてね♪ 

☆島ぞうりアート 

8 月 自由遊びの日 

好評により今月もやりますよ～ 

 

持ち物：島ぞうり持参 

（sky way というメーカーがオス

スメです。お値段は小￥380

～大￥480 くらいです） 

彫ったりする道具は支援センタ

ーで準備しています 

☆親子パン作り♪ 
今月は…クリームチーズパン 

・8 月 24 日（金）10：00～ 

持ち物：エプロン・三角巾等（あれば） 

※材料費￥150 がかかります。 

※材料準備がある為、２日前までに

申し込みしてね♪ 

身体測定 
毎月末に身体測定を行っています。 

お子様の身長と体重を測り、お子様の成長を共に喜びましょ

う。♪゜・*:.。. .。.:*・♪ 

また４月からの成長記録をグラフにして 3 月の修了式にお渡

しします。一年間のお子様の成長も楽しみですね。(*´∀｀*) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

今月の絵本 

 
 
 
 

夏に多い感染症第二弾 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

支援センターは利用無料です。 
 気軽に遊びに来てくださいね。 

子育ての悩み、相談などなど・・・ 

一人で悩まないで！支援センターで解決策を！！ 

親子でたくさんの友達を作りましょうね。環境を変えて子ども

と向き合うと子育てがきっと楽しくなってきますよ。 

子供の成長は、親の成長でもあります。 

  支援センターの心得 

☆マナーを守り、親の責任のもとに遊ばせ、安全面の配慮は

忘れずにしましょう。 

☆絵本の貸出をしています。読み聞かせを楽しみましょうね♪ 

地図 
               ↑ 
               金 
               武 
  
  いしかわ消防署  

←伊波小学校    旧浄水場  3 
                   2 
                  9 
  ココ↓             号 

   

               沖 
  冨森公園         縄 
               市 
               ↓ 

 

 

 

熱中症 
原因・・・長時間、高温多湿な環境にいることや、水分

補給をせずに運動をし続けることが原因。体温調節

ができなくなって起こる様々な症状の総称で、屋外

だけでなく屋内でも起こる。 

主な症状・・・顔が赤くほてり、体が熱くなって体温が上

昇する（日射病）/手足の筋肉がつったりピクピクとけ

いれんを起こしたりする（熱けいれん）/ぐったりする。

頭痛、めまい、吐き気を起こす（熱疲労）/呼びかけに

反応しないなど。 

ケアと対応・・・日陰の風通しのよい場所に移動して寝

かせ、衣類を緩める。顔や体を冷たいタオルで拭い

たり、うちわであおいだりし、水分補給をする。意識が

もうろうとしている、けいれんや嘔吐を繰り返す、体を

冷やしても体温が下がらないときは救急車を呼ぶ。 

絵本の貸し出しをしています。 
お子さんと一緒にえらんで貸出カード 

に記入してね。 

貸出期間は一週間だよ(*^_^*) 

今月の絵本は・・・「ほんとのおおきさ水族館」 
学研の図鑑です。「ほんとの～」シリーズは 

子供の興味をひきだします＾＾ 

見る度に新しい発見が。。。(*´∀｀*) 

とびひ 
原因・・・虫刺されやあせもをかき壊した傷に、黄色ブ

ドウ球菌や溶血性連鎖球菌などが入り込んで起こ

る。かき壊したところから菌が広がるが火事の飛び

火のように広がることから「とびひ」と言われる。 

主な症状・・・かき壊したところに小さな水泡ができて

赤くなる。水泡は簡単に破れ、内容物が出て周囲

に広がる。 

ケアと対応・・・早めに受診し、抗生剤使用の有無を医

師に相談する。他の子供と接触しないように患部を

覆えば登園可能。全ての水泡がかさぶたになり、完

治するまでプールなどの水遊びは控える。 

行事・旬の食材 
精霊馬（お盆・盂蘭盆絵） 

かつては旧暦の７月に行われていましたが、現在は

新暦の８月に行う地域が多いようです。お盆は、帰っ

てくるご先祖様のおもてなしをするしきたりがありま

す。その中の一つが、盆棚に飾る精霊馬です。割り箸

などを刺したきゅうりやなすのことですが、これは「き

ゅうりの馬」に乗って早く家に帰ってこられるように、

また「なすの牛」でゆっくり帰ってほしい、という願

いを込めた習慣です。 

旬の食材 
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