【日 時】１１月 2２日（木）10:00～12:00
【対 象】3 ヶ月～7 ヶ月までの子どもと保護者
Information
～つどいの広場～
【講 師】松髙 朋美さん

「ベビーマッサージ」

【日
【対
【講

オイルを使って赤ちゃんの体を、マッサージしま
す。マッサージは血行がよくなるので快便、快眠、ス
時】１１月 2２日（木）10:00～12:00
トレスの緩和といいことだらけです。また、赤ちゃん
象】3 ヶ月～7 ヶ月までの子どもと保護者 の機嫌が良くなるのでママ自身も血行が良くなりス
トレスの緩和になります。他にもおっぱいトラブル等
師】松髙 朋美さん
の相談もできますよ♪
11 月 13 日（火）より予約受付開始！

くぬぎ保育所
運動会
10 月 7 日

※講座「ベビーマッサージ」は予約が必要です。早目のお電話お待ちしています！

「一人ひとりが主人公」
快晴のもと、くぬぎ保育所運動会を開催し

どもたちまで、
「自分が今出来ること」を表現しました。特に年長児は

平成３０年１１月１８日（日） 午前１０時～午後１時
ところ 大牟田市市民活動等多目的交流施設 えるる （新栄町 6 番地 1）

小さいころから培ってきた力を、竹のぼりや丸太のぼり、跳び箱などで

対 象

と き

ました。０歳児の赤ちゃんから、年長児の子

おおむね小学４年生までの子どもとその保護者、これからパパ・ママになる人

しっかり発揮してくれました。園庭は、子どもたちの頑張る姿を応援す

三池山登山
１０月２６日

「頂上まで登ったよ！」
３,４,５歳児の子どもたちが
三池山に登りました。日ごろ
から、お散歩でし
っかり歩いている
子どもたち。頂上
でお弁当をおいし
く頂きました。

階

階

る「がんばれ！！」の声援や温かい拍手でいっぱいになりました。

「稲刈り 楽しかったよ！」

稲刈り
１０月２9 日

（10:00～13:00）

６月に植えた苗が実をつけた秋。

★子どもの食育コーナー

年長児が稲刈りを体験しました。

おすすめおやつ紹介
（数量限定）

大きく伸びた稲穂と、かまを持ち、稲刈りをする姿は、

（10:00～11:20 12:10～13:00）

とてもさまになって

★赤ちゃんのお世話体験

いました。収穫した

★パパの妊婦体験

“もち米”で 12 月

★身体測定

★劇「大きなかぶ」
子育てサポーター「てくてく」の皆さんが楽
しい時間をプレゼント♪

（10:10～10:40 ）

（10:00～12:30）
★体験コーナー（数量限定）

・手形・筆文字アート
・段ボールタペストリー作り
・ハンドマッサージ （12 時まで）

には、お餅つきを行

★家族みんなで歯みがき

（10:00～13:00）

う予定です。

（11:30～12:00 ）

★みんなで作ろう！バル－ンア－ト

★ハイハイ競争（整理券配布）

階

（10:50～11:20）

（11:３0～12:３0）

（10:00～12:30）

★家族で遊べる交流広場
対象 小学４年生まで
（※大型遊具に関しては未就学児まで）

「子どもも大人も笑顔で楽しむ運動会」

大牟田市社会福祉協議会 歴木保育所 所長

内容

西尾 俊宏

平成３０年度第７回運動会を１０月７日に開催しました。 日々の保育の中で、「あなたならできる！」
当日は快晴。開会式ではジャー坊が登場し、子どもたちも大 という先生方の励ましの言葉が実を結ん
喜び。ジャー坊と一緒にジャー坊体操をし、トラックを一周 だ瞬間でした。これから先、長い人生で、
しました。一日遅れの待ちに待った運動会を子どもたちは心 子どもたちは様々な困難に遭遇するはず

悶することなく、すばやく前向きに一歩踏

敵な表情や成長した姿が目前にあるのです。保護者、更には

み出す強い心が必要です。子どもが真の成

おじいちゃんやおばあちゃんの目に光るものをあちこちで見

長を遂げるために不可欠なものは、保育者

ることができました。私自身も何度となく目に涙が浮かんで

のみならず保護者にとってもポジティブな

【問合せ】つどいの広場
☎ ５２-５６５６

11 月の予定
法務相談（要予約）

から喜んで迎えることができました。子どもたちにとって、 です。時には、心も折れそうになり、打ちのめされそうにな
運動会は日々の活動や練習を通して成長した姿を家族に見て ることがあるかもしれません。そんな時こそ、いつまでも苦
もらえる絶好の機会です。家族にとっては普段見られない素

大型遊具や段ボールを使っ
て遊ぼう 他にも魚釣り・
ボーリング遊びもあります

おもちゃの図書館くるりん

１１月２１日（水）

１１月１８日（日）

13：30～15：30

10：00～12：00

総合福祉センター2F 相談室
57-2531

総合福祉センター1F 多目的ルーム
57-2527

くる場面がありました。例え 姿勢ではないかと思います。ちなみに、‘positive(ポジティ
ば、徒競走で転んだ子どもた ブ)’には、「肯定的・積極的・前向きな」という意味があり

【編集後記】

ちが、練習では転んだまま泣 、子育てや保育・教育において重要なキーワードです。子ど
いていましたが、本番では素 もを肯定し、積極的に向かい合い、心から受け入れ、子ども

病院では「平成」に入って生まれた第 1 号でした。あっという間の 30 年だったように思います。若い頃は、三世

早く立ち上がり、走りだす姿 とともに前向きに生きることが大切ではないでしょうか。
最後に、今年の運動会も本園のスローガンである「子ども
を見て、走りだす姿を見て感

健康に気を付けて、たくましく生き抜いていきたいと思います。

銘を受けました。

も大人も笑顔で楽しむ運動会」となりました。

「平成」の元号もあと半年で終わることを先日のニュースが報じていました。我が家の三男は、お世話になった
代を生き抜く人は単純にすごいなぁと思っていましたが、私も「昭和～平成～○○」を生きることになります。
（総合生活支援担当

迫）

地域のちから

～街頭募金・地域のまつり～

校 区 社 協 会 長 会

つ な が り

街頭募金 子どもたちも頑張っています！
10 月から始まった“赤い羽根共同募金活動”皆さまからのあたたかいお気持ちが集まって
います。地域、職場、街頭等いろいろなところでご協力いただきありがとうございます。

天領校区

【天領校区の概況】
人口：5,758 人

市内で唯一の 20％台！
1 番若い校区です

高齢化率：27.6% ふれあいサロン数：４

大人食堂！みんなで『いただきます！』

子ども民生委員街頭募金活動（中友校区）

第３回防災運動会を実施！

10 月 21 日に、天領校区健康まちづくりの一環

10 月 14 日、天領小学校体育館にて「第３回天

本町銀座通りにおいて、毎月「十日市」が行われています。１０月１０日

としてコミュニティセンターで大人食堂を開始し

領校区防災運動会」を行いました。この日は秋晴れ

には中友小学校５年生の子ども民生委員による街頭募金活動が行われました。

ました。メニューは「だご汁・いなり寿司」。『自

で、約 100 名の校区住民が、訓練にレクリエーシ

銀座通りに明るい元気な児童の声が響き渡り、赤い羽根のイメージキャラク

分で作って自分で食べる』を実施し、調理師・山本

ョンの要素を取り入れた「情報伝達ゲーム」「土の

ターである「愛ちゃん」も登場し、ひときわ賑わい、たくさんの募金が集ま

先生のご指導で地域の方（9 歳～92 歳）とスタッ

う運びゲーム」「搬送リレー」「バケツリレー」に

りました。

フの 32 名でスタート。厨房が手狭で食材切りに、 挑戦しました。３チームが速さや正確性を競いなが

ジュニア民生委員街頭募金活動（白川校区）

てんやわんやでしたが、出来上がりは上々。だご汁・ らも、地元消防団や大牟田市消防署の方々の説明に

今年、白川小学校において、ジュニア民生委員が発足し、地域と一体

いなり寿司とも多めに作りましたが見事に完食！

耳を傾け、防災のことについて楽しく学びました。

になった福祉活動が展開されています。活動の一つとして、赤い羽根共

参加者よりおいしかった等の高評価で、不満回答な

大雨、台風などの災害時には、「避難所」が開設

同募金について学び、１０月１６日に、ゆめタウンにおいて街頭募金活

し！次回が楽しみと、各々口にしながら解散しまし

されますので、身の危険を感じたら早めの避難をお

動が行われました。初めてとは思えないくらい、大きな声で募金を呼び

た。一度に多くの人が集まることはできません。回

勧めします。まずは、
「自分の身は自分で守る」
「ご

かけ、協力して下さった皆さんのあたたかいお気持ちにふれることがで

を重ねるごとに、参加者が変わりながら地域交流の

近所同士で助け合う」という気持ちが大切だと思い

き、とても有意義な活動となりました。

場となっています。

ます。そして、この日の
ように、ご近所さんが
“かおみしり”になる

お

ま つ

吉野校区
第５回 福祉のつどい in 吉野

録

ことが、防災への第一
歩だと思います。

吉野校区で毎年おこなわれている「福祉のつどい in 吉野」が
今年は 10 月 7 日に開催され
ました。和太鼓やマジックシ

ョー、地域のみなさんの素敵な歌声を楽しみました。吉野小学校や橘中学
校の生徒さんの作品展示や吹奏楽演奏もありました。最後にはお楽しみ抽
選会もあり、最初から最後まで大変盛り上がっていました。

高取校区
第 13 回 高取校区ふれあい芸能祭り

2 年に一度開催されている「高取校区ふれあい芸能祭り」
が、今年は１０月２１日に開催されました。
お祭りの名前のとおり、歌や踊りに、マジックショー、楽器

の演奏等“芸能”を楽しめる内容でした。
舞台にはスポットライトが準備されており、参
加者からは「スポットライトを浴びるのは初め
てで緊張したけれど楽しかった」との声があり
ました。工夫が凝らされた演出でした。
どちらのお祭りでも、参加者の皆さまから、赤い羽根共同募金のご協力もいただきました。ありがとうございました。

白川校区

【白川校区の概況】
人口：6,808 人

高齢化率：32.7% ふれあいサロン数：４

白川校区は、NPO 法人しらかわの会の設
平成３０年度

立をはじめ、校区独自の地域福祉活動を積極

福岡県社会福祉大会

にて表彰を受けました

的に展開しています。

10 月 22 日に行われた福岡県社会福祉

平成３０年度からは、白川小学校と共に、
『ジュニア民生委員活動』にも取り組み始め

大会にて白川校区社協が優良校区社協として、福岡県

ました。子どもの頃から地域福祉にかかわ

社会福祉協議会会長より表彰され、代表として櫻井会

り、“ふくしの心”を育て、地域住民との交

長が参加されました。
また、「NPO 法人しらかわの

流を目的としています。

会」も福岡県知事より、ボラン

10 月にはゆめタウンで
赤い羽根街頭募金活動をお

ティア等功労

こないました。

者として、感
謝状をいただ

地域で子ども達を見守っ
ていきたいと思います。

募金活動の様子

きました。

