
　

２歳になると言葉が増え、感情が豊かになってきます。子どもの楽しい、

嬉しい気持ちに寄り添い、一緒に喜びましょう。 友達に「後で貸して」と

言えたような時、「えらいね」と認めることは、身につけてほしい考え方や

態度を子どもに示すことにもなります。 

行動が活発になると、叱るシーンも増えますが、この頃は「台に乗らない

で」と具体的に叱ることが大切。「頭をゴツンとしたらたいへんだから」な

どと、子どもにわかる言葉で理由も伝えましょう。 
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夏の間鳴いていたせみの声も、いつの間にか消え、園庭ではトンボが気持ちよさそうに飛

んでいます。朝夕も少しずつ涼しくなり、日中との気温差が感じられるようになってきました。

夏の疲れも出てくる時期です。睡眠を十分にとり、食事も栄養バランスを考えて三食きち

んととるようにして、健康管理に気を配りましょう。そして、１０月からは衣替えですね。気

候が不安定な時期ですので、その日の天候や子どもの体調合わせて衣服の調節をして

いきましょう。食欲の秋、スポーツの秋、読書の秋・・楽しい秋を過ごしましょうね♪ 

簡単なようで意外と難しいのが「ほめる」「叱る」際の対忚です。子ども一人ひとりの育ち

を忚援する、よいほめ方・叱り方について、改めて考えてみましょう。 

水遊び ｉｎ ロザモタ広場  

川遊び ｉｎ やすらぎの里 
行動範囲が広がり、色々な物に興味が出てくる１歳児。探究活動をしながら

「これってどういうこと？」と意味を確認しようとする場面で増えるので、「す

ごいね」「きれいだね」と共感し、ほめていきましょう。 

反面、１歳は何でも「いやいや」という自己主張が出てきて、難しくなる時期

でもあります。頭ごなしに叱って押さえ込もうとするのではなく、子どもに譲

れるところは譲り、冷静かつ柔軟に対忚していくことが大事です。 

食事や着脱、遊び・運動などの小さなステップアップを見逃さず、やろ

うとしている、がんばっている意欲をほめましょう。「できない」ことも叱

らずに、じっくり発達を待つ姿勢も大切です。 

また、この時期は言葉の理解はまだ未熟で叱るときに言葉でくどくど

言い過ぎると、おびえてしまうことも。目を合わせて「ダメ」と率直に伝

える、パッと手を押さえるなど、行動で示すのもよい方法です。 

青木 勇一郎先生のプロフィール 

 

 

ヒーリングサポート研究所 YOROKOBI 代表 

 ヒーリングコーチ 

日本メンタルヘルス協会公認 

心理カウンセラー 

著書 

『催眠トラベル－幸せの糸口が見つかる前世～未来

への旅』（アルマット） 

『ソウルメイトを探せ』（ゴマブックス） 

『人間関係で落ち込みやすい人の心がふわっと軽くな

る考え方 心の荷物をおろしてラクに生きる５つのルー

ル』（ソフトバンククリエイティブ） 

12/10(土) マミースクールについて 

今回のマミースクールでは、日本メンタルヘルス協会の青木勇一郎先生

をお呼びいたします！九州をはじめ、色々な所で講話をされたり、気功教

室・奇跡を起こす言霊講座・催眠旅行などと幅広く活動されている、お忙

しい方です。なかなかお会いできない先生の楽しいお話を、みなさんにも

是非お聞きしていただきたく、今回先生の講演会を開催します！ 

親の心と子どもの心・・・「心のあり方」がテーマです。 

楽しいお話の中でいい気を送ってもらったり、何か楽しいパフォーマンス

も見れるかも！？土曜日の日程になりますが、沢山の方のご参加をお待

ちしております♪ 



１０月 １１月 １２月
6日（木）

８日（火）
親子 ２０日（火）

母親 15日（木）

母親 14日（金）

24日（木）

１日（木）

親子 26日（水） 13日（火）

親子 25日（火）

０～５歳児 19日（水） 9日（水） 14日（水）

母親 20日（木） 11日（金） ９日（金）

18日（火）

21日（水）

母親 28日（月）

母親 17日（木）

28日（金）

18日（金）

2日（金）

親子 21日（月）

22日（火）

29日（火）

親子 27日（火）

母親 10日（土）

~

　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　 　　

お茶を飲みながらおしゃべり会 １０：００～１１：３０

託児は改善センター２階和室（小）で行います。
　 勉強会の部屋と隣接しています。

11月の誕生会は、12月と併せて行います。

わくわくはうす集合

保育園ホール

改善センター調理室

１０：００～１２：００

毎月の誕生児紹介＆おしゃべり会

お店屋さんごっこ商品作り

下記５参照

マミースクール 青木先生による子育てのお話

親子体験教室
０．１歳児クラス

２．３歳児クラス

※表紙右下参照

劇団バクさんによる楽しい劇です♪

９：３０～１１：００

９：３０～１１：３０

エプロン・三角巾を持参して下さい。

１０：００～１２：００ 下記４参照

タオルケット・水筒を持参して下さい。

持参物：針・定規（３００円徴収）１０名限定

材料になる物を持参願います。

ご希望の方は事前に希望時間でお申し込み下さい。

現地集合

１０：００～１１：３０

わくわくはうす

先生との個人相談室母親 14日（金)

ヘルシークッキング

体育遊び

観劇 はなさかじいさん 幼稚園体育館 10:00～11:00予定

親子
エコニコフリーマーケット

つけもの作り

はばたき隊！ 母親（親子）

アロマせっけん作り

おしゃべり会

まつぼっくりツリー作り

青空保育 岳の木場公園散策

ハンドメイド 母親

お楽しみに♪　　　　　　　　川頭先生の勉強会　　　　　　　　

クリスマスグッズ作り

運動会ごっこ

ヨガ教室

マタニテイーカフェ

１～５歳児
お店屋さんごっこ

時間 備考

１０：００～１１：３０

場所

下記１参照

改善センター調理室

下記２参照

下記３参照

託児は改善センター２階和室（小）で行います。
　 勉強会の部屋と隣接しています。

改善センター2階和室

行事名 対象 内容
日にち

わくわくはうす

わくわくはうす

ひよこ・ちびっこクラブ

ホッとタイム

ママカフェ

エコクラブ

内村周子先生による体育遊び

西坂知江子先生によるクッキング

高見千鶴子先生のヨガ教室 改善センター2階和室

各1名ずつの2名様に限ります。

１０：００～１１：３０

１０：００～１１：００ 動きやすい格好で来て下さい。裸足で行います。

１０：００～１１：３０

１０：００～１２：００

　川頭先生の相談室　　

１４：００～１５：００

えほんの会 絵本の読み語りや上映会 わくわくはうす １０：００～１１：００

幼稚園園舎

保育園園舎

17日（木） わくわくはうす15日（木）

１０：００～１２：００

１３：００～１４：００

１４：００～１５：００

改善センター２階和室

１０：００～１１：３０

わくわくはうす
ＤＥＣＯマカロンストラップ作り

 

★ヨガ教室、川頭先生の勉強会 

 の時などの託児希望の方は、子ども      

 さんの着替えやおやつ・飲み物 

 などの準備をお願いします。持ち    

 物には全て記名をしてください。 
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５．親子体験教室について 
  

幼稚園・保育園の教室に親子で参加して、園での

活動を実際に体験することができます。お子様の

同年齢の子ども達のクラスに入って頂きます。今回

からは、０歳児・１歳児・２歳児・３歳児のクラスの

みとさせて頂きます。尚、２歳児・３歳児クラスのみ、

給食試食も兼ねて行います。（給食代１００円徴

収） 

兄弟がつばさ園に通っていない子（親子）対象、未

体験の方優先とさせて頂きますのでご了承下さい。 

予約は・・・１０/１１（火）１０：００～受付です。     

お電話での受付のみになりますので、宜しくお願い

いたします。 

＜募集人数＞      

1１/22（火） ０歳児（H22.4～H23.3生まれ) ２名 

                 1歳児 (H21.4～H22.3生まれ) ２名 

1１/29（火） ２歳児（H20.4～H21.3生まれ） ２名 

         ３歳児（H19.4～H20.3生まれ） ４名         

１、お店屋さんごっこについて   

     １１月８日（火） 

 
手作りの商品でお店屋さんごっこをし

ます。当日、お財布と商品引換券を

セットでご用意いたしますので、買い

物袋をご用意してご参加ください♪  

   

４．はばたき隊！について 
今回も、楽しい内容盛り沢山ですよ♪ 

 

★１０/2８（金）★アロマせっけん作り 
  材料費１００円程徴収有り。 

  10/21(金)に予約〆切ります。 

   

★１１/1８（金）★まつぼっくりツリー作り 
大きなまつぼっくりを、かわいいクリスマスツリーに！

綿やビーズ、リボンなど使える材料を持ち寄り、みんな

で楽しく作業を進めて行きたいと思います。 

 

★１２/2（金）★おしゃべり会♪ 

みんなでわいわいおしゃべり！ 

差し入れもＯＫです＼（＾о ＾）／♪ 

１月からの予定も決めていきたいと思いますので、や

りたいことがあったら是非ご提案ください！ 

２、エコクラブについて   

 

 
子ども用の小さくなった服やもう使わ

なくなった玩具などを集めて、ほしい

方に譲る・・・といったリサイクル活動

を行いたいと思います。 

出品したい物を、10/18（火）～11/11

（金）までに幼稚園の米田までご持参

ください。お一人７品までご持参受け

付けます。 

形式としては、お金を使わず、それぞ

れ出品された数だけ分の物品交換と

いう形で行いますので、参加したい

方は「出品」が原則となります。余っ

た品はまた返品させて頂くこともある

と思いますので、ご了承ください。 

３．青空保育について  

日にち   １０/２５(火） 雨天中止 

 場所  岳の木場公園（現地集合！） 

 時間  １０：００～１１：３０ 
 

涼しい風の中を歩いたり、木の実やどんぐりなど 

を拾ったりして、楽しく遊びたいと思います♪   

★どのイベントも時間厳守を心がけて

頂きますよう宜しくお願いいたします。

特に、講師の先生が来られる場合は、

失礼に当たりますので、ご協力宜しく

お願いいたします。 

★ヨガ協会の高見先生により

ますヨガ教室への参加を募りま

す！お友達、ご近所お誘いの

上、たくさんの参加お待ちして

おります♪日頃の家事・育児の

疲れを忘れて、癒しの時間を過

ごしましょう♪ 

平成２４年度の幼稚園新入園児募

集が始まりました。詳しくは、担当

者までお尋ねください。 


