
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

曜日 月 火 水 木 金 土 日 

活動内容/日付    1 2 3 4 

午前    親子 de ダンス お弁当 運
動
会 

 

午後    園庭自由遊び 園庭自由遊び 

活動内容/日付 5 6 17 8 9 10 11 

午前 

午後 

園庭自由遊び 新聞紙遊び リトミック 親子 de ダンス 親子クッキング   

園庭自由遊び 新聞紙遊び 園庭自由遊び 園庭自由遊び 園庭自由遊び 

活動内容/日付 12 13 14 15 16 17 18 

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 19 20 21 22 23 24 25 

午前 

午後 

カラフル粘土 体育遊び リトミック 親子 de ダンス 勤労感謝の日   

カラフル粘土 園庭自由遊び 園庭自由遊び 園庭自由遊び おやすみです 

活動内容/日付 26 27 28 29 30   

午前 

午後 

身体測定 身体測定 リトミック 親子 de ダンス パン作り   

身体測定 身体測定 園庭自由遊び 園庭自由遊び 園庭自由遊び 

 残暑もゆるやかになり、秋も深まりだんだんと冬に向

かいつつありますね。今月は運動会があります。皆さん

普段の運動不足を解消し、思いっきり楽しみましょう。

そして七五三祝いもあります。神社でお参りする方、ご

家族でささやかなお祝いする方、写真館で写真を撮る方

も子供の成長を願い祝ってあげましょうね。 

発行日 平成 30 年 10 月 31 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…野菜たっぷりカレー 

・11 月 9 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♪ 

☆パン作り(*^_^*) 

今月は…チョコチップぱん 
１１月 30 日（金）10：00～ 

持ち物：エプロン・三角巾等 

※材料費が￥150 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♪ 

１１月の行事                          旬の食材  

 ちとせあめ（七五三） 

七五三のお祝いに、子どもたちが着物姿でちとせあめを持つ姿はかわいらしいですね。 

ちとせあめは、江戸時代のあめ屋さんが「千年飴」として売っていたのが始まりという 

説があります。粘り強く長い飴は縁起が良く、「無事に育って長生きしてほしい」という 

願いを込めて、鶴と亀の絵が付いた袋に入れて、七五三の行事で用いられるようになった 

といわれています。ちなみに、ちとせあめは直径 14.5mm 以内、長さ 1ｍ以内と決められて 

いるようです。地域によっては、１１月１５日の七五三の日に赤飯を炊く風習もあるそうです。 

 七五三には、年齢によってそれぞれ次のような儀式があるようです。 
☆三歳の男女の「髪置(かみおき)」という儀は…これを境に髪を剃らずに残しておくことです。 

（江戸時代は三歳までは髪を剃る習慣があったそうです。） 

☆五歳の男児の「袴着(はかまぎ)」という儀は…男子が袴を着用し始めること。 

☆七歳の女児の「紐落(ひもおとし)」という儀は…それまで付けひもで着ていた着物を大人と同じように帯で締めるようにすること。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

今月の絵本 

 
 
 
 
 

今月は「離乳食第二弾」中期～後期編 (*^_^*) 
 
 
 
 
 
月齢 9 ヶ月～11 ヶ月頃 たとえば… 9 ヶ月～11 ヶ月頃 たとえば… 

区分 カミカミ期 パクパク期 

食
べ
方
の
目
安 

１日３回 
 
食事のリズムを大切にしましょ

う。家族一緒に楽しい食卓を体験

させてあげましょう。 

１日３回 
 
食事のリズムを大切に、生活リズ

ムを整えましょう。自分で食べる

楽しみを、手づかみ食べから始め

ます。 

食
事
の
目
安 

（
調
理
の
形
態
） 

歯ぐきでつぶせる固さ 
（バナナくらい） 

 
全がゆ・・・90ｇ 
炊飯・・・・80ｇ 
野菜・果物・30～40ｇ 
魚・・・・・15ｇ 
肉・・・・・15ｇ 
豆腐・・・・45ｇ 
全卵・・・・1/2 
乳製品・・・80ｇ 
 
目安にしてね。 

歯ぐきでかめる固さ 
（肉団子くらい） 

 
全がゆ・・・90ｇ 
炊飯・・・・80ｇ 
野菜・果物・40～50ｇ 
魚・・・・・15～20ｇ 
肉・・・・・15～20ｇ 
豆腐・・・・50～55ｇ 
全卵・・・・1/2～2/3 
乳製品・・・100ｇ 
 
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 2 回程度 

 
 

一人一人の子供の離乳の進行及び完了の状況に応じて与えます。 
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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・・・「おなかのこびと」 
子供が自分自身で気づく本！と言われています。 

子供が何を気づき学ぶのか… 

それは絵本を読んでみてね。 

作者のよしむらあきこさんも 

偏食の息子さんと格闘する日々だそうです。 

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♪ 



 
 


