
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

曜日 月 火 水 木 金 土 日 

活動内容/日付 1 2 3 4 5 6 7 

午前 体育遊び 園庭自由遊び リトミック 親子 de ダンス お弁当   

午後 園庭自由遊び 園庭自由遊び 園庭自由遊び 園庭自由遊び 園庭自由遊び 

活動内容/日付 8 9 10 11 12 13 14 

午前 

午後 

体育の日 カラフル粘土 リトミック 親子 de ダンス 親子クッキング   

おやすみです カラフル粘土 園庭自由遊び 園庭自由遊び 園庭自由遊び 

活動内容/日付 15 16 17 18 19 20 21 

午前 

午後 

園庭自由遊び スイスイおえかき リトミック 親子 de ダンス お弁当   

園庭自由遊び 園庭自由遊び 園庭自由遊び 園庭自由遊び 園庭自由遊び 

活動内容/日付 22 23 24 25 26 27 28 

午前 

午後 

ハロウィン制作 ハロウィン制作 リトミック 親子 de ダンス お弁当   

ハロウィン制作 ハロウィン制作 園庭自由遊び 園庭自由遊び 園庭自由遊び 

活動内容/日付 29 30 31     

午前 

午後 

身体測定 ハロウィン・身体測定 リトミック     

身体測定 身体測定 園庭自由遊び   

 秋ですね。猛烈な台風も過ぎホッと一安心です。 
今月は運動会やハロウィンなどイベントでにぎわ

う季節がやってきますね。 
支援センターでもハロウィンを楽しむ予定です。 

皆さん声かけあって遊びに来てくださいね。   

発行日 平成 30 年 9月 27 日 

社会福祉法人むぎの会 むぎの子保育園 

所在地 うるま市石川曙 3-3-10 

TEL  ９６５－０９９７ 

園長 仲地 薫 

【「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♪ 

※上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…ハロウィンカップケーキ 

・10 月 12 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♪ 

☆ハロウィン制作 
  ｍｙ お菓子入れを作ろう♪ 

１０月 30 日（火）に仮装して 0.1.2.

歳児クラスをまわり ｍｙお菓子入れ

にお菓子をもらいましょう 

親子で仮装も OK ですよ～(*^_^*) 

「なぜ、少年院で人生が変わるのか？」 
社会福祉法人むぎの会主催 元沖縄少年院法務教官 武藤杜夫氏 講演会 

日時：平成 30 年１０月１２日（金）  18：30 会場 
                        19：00 開演～21：00 

場所：うるま市生涯学習・文化振興センター「ゆらてく」 
※駐車場の数には限りがございます。お誘い合わせの上ご来場いただきますよう、ご協力よろしくお願いします。 

〜・～・～・ 武藤杜夫 氏 プロフィール ～・～・～・ 

1977 年 東京都生まれ。中学時代から非行行動があり、成績は中学三年間オール「1」。その後全国を放浪する

生活の中で教育者としての使命に目覚め独学で猛勉強し、見事法務省に一発合格。2009 年から沖縄少年院の

法務教官に着任。スーパー公務員として将来を嘱望されるが、2017 年幹部への昇任を固辞して突然辞職。同時

に「日本こどもみらい支援機構」を設立し、代表に就任。講演会などで活躍されています。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

今月の絵本 

 
 
 
 
 

今月は「離乳食」初期～中期編 (*^_^*) 
 
 
 
 
 
月齢 5 ヶ月～6 ヶ月頃 たとえば… 7 ヶ月～8 ヶ月頃 たとえば… 

区分 ゴックン期 モグモグ期 

食
べ
方
の
目
安 

１日１回 
 

子供の様子をみながら、１日 1
回ひとさじずつ始めます。 
母乳やミルクは飲みたいだけ与

えましょう。 

１日２回 
 
１日２回食で、食事のリズムをつ

けましょう。いろいろな味や舌ざ

わりを楽しめるように、食品の種

類を増やしていきましょう。 

食
事
の
目
安 

（
調
理
の
形
態
） 

なめらかにするつぶした状態（ヨ

ーグルトくらい） 
 
① アレルギーの心配の少ない

つぶしがゆ（米）から始め

ましょう。 
② すりつぶしたじゃがいもや

野菜、果物なども試してみ

ましょう。 
③ 慣れてきたら、つぶした豆

腐・白身魚（たら・塩抜き

にしたしらす）などを試し

てみましょう。 

舌でつぶせる固さ 
（豆腐くらい） 

 
全がゆ・・・50～80ｇ 
野菜・果物・15～20ｇ 
魚・・・・・10～15ｇ 
肉・・・・・10～15ｇ 
豆腐・・・・30～40ｇ 
卵黄 1 → 全卵 1/3 
乳製品・・・50～70ｇ 
 
目安にしてね。 

授
乳
の
目
安 

離乳食の後の母乳や育児用ミルクは、赤ちゃんが飲みたいだけあたえましょう。 
離乳食の後に与えるほかに・・・ 
母乳・・・赤ちゃんが飲みたいだけ 
ミルク・・・・１日３回程度 

離乳食の後に与えるほかに・・・ 
母乳・・赤ちゃんが飲みたいだけ 
ミルク・・・・・・１日３回程度 

赤ちゃん用のお菓子(ハイハイせんべいなど)もあたえると 
バリエーションがあってお子様も喜びますよ。 
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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・・・「パンツのはきかた」 
2.3 歳のお子様のトイレ 

トレーニング中などによんでみてね。 

歌になっていてネット検索で見れますよ。 
ちょっとレトロな感じ(*^_^*) 

離乳食は食欲や発育・発達に沿って進めましょう。 

お母さん又はお子さんに対して無理をして進めることはやめましょう。 

離乳食とは母乳やミルクといった乳汁中心の乳児食から幼児食（固形食）へスムーズに移行するために、 

さまざまな食材から栄養が摂れるようになる練習をさせてあげることです。 

離乳食は赤ちゃんのペースで進めるのが原則ですが、おおよそ 4 つの期間に分けることができます。 

始める時期は生後 5，6 ヶ月頃、完了するのは 12～18 ヶ月頃が目安です。 

支援センターは利用無料です。 
 支援センターとは・・・ 

就学前のお子さんとその保護者、これから子育てが始まる方やおじいちゃん、 

おばあちゃんがお孫さんと一緒に利用できる施設です。 

対象年齢は 0 歳～就学前のお子様。主に 0.1.2.3.歳のお子様が多数ご利用されて 

います。 

気軽に遊びに来てくださいね。 

子育ての悩み、相談、初めての出産で分からないことを色々聞きたい！などなど・・・

経験された方や保育士さんとお話してみませんか。(^^♪ 

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♪ 



 
 


