
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ここ♡すまいる☺ の詳しい内容や利用方法は

「利用案内」「リーフレット」をご覧ください。 

ここ♡すま☺通信 ７月号 
観音寺こども園子育て支援ルーム ここ♡すまいる☺ 

観音寺市観音寺町甲 2558番地 2（観音寺こども園施設内） 

℡  0875-25-2166  ＊7月 1日から電話番号が変わりました。 

開設以来、さまざまな問い合わせや来園しての利用がありました。 

こども園や保育所・幼稚園の入園について、わからなかったり迷ったりしていること、 

お子さんの様子や育児の相談など、みなさまの思いに応えられていると幸いです。 

利用についての電話申込みは、希望日前でも当日でもかまいません。７月 1 日から

ここ♡すまいる☺ 直通の電話になります。いつでも電話をしてくださいね。 

これから暑さが増しますが、ときにはひとやすみ！みんな健康に過ごしましょう。 

☆ 対象者 就学前のお子さんや子育てにかかわる人 

☆ 日 時 月曜日～金曜日 

9時 30分～11時 30分  14時 30分～16時 30分 

☆ 場 所  観音寺こども園内｢すまいるルーム｣（2階） 

 ※ 来園する場合は、事前に電話での利用申込みをしてください。 

 ※ 電話での問い合わせや相談も受付けています。 

※ 毎月１回土曜日 臨床心理士による相談（事前に予約が必要です） 

＊ 大雨・強風等｢警報｣が発表されている場合、ここすまいるはお休みです。 

就学前児童親子相談 

 7月 26日（月） 午前 10時～12時 

臨床心理士 古川
ふるかわ

  信子
の ぶ こ

 先生 

毎月、第 4月曜日（原則）実施 

＊ 事前に予約が必要です。 

 県下でも移住者の多い観音寺！とてもうれしいニュースです。 

ここすまいるでは、利用者のみなさまが観音寺で子どもを産み育ててよかった 

と思っていただけるような、思いに寄り添った支援を心がけてまいります。 

また、情報の発信にも努めてまいります。 

好きなもの：豊浜の梨   好きなところ：夕日の美しい有明浜 

子育て支援員 近藤
こん ど う

 恵美子
え み こ

 

子どもたちも大人も応援したい！ 子どもが好き♡ で、幼稚園に勤め、 

保育や子育ての楽しさや厳しさを感じながらの○○年間でした。 

経験と、これからも吸収すること全開で、ここにいます。 

身近な話し相手としてみなさまとかかわり、少しでもお役に立ちたいです。 

好きなもの：虹、くるんとしたおいしいたこ焼き😊 (探しています) 

                        子育て支援員 富岡
とみおか

 倫代
み ち よ

 

私たち以外にも、市や、関係機関の様々な方と

協力して進めています。 

どんなことでも気軽に問い合わせてください

 妊娠中の方から 80代の方まで、子育てにかかわっている方のお悩みを聞くようになって 

から、はや 15年が過ぎました。観音寺市では、個別相談だけでなく、乳幼児相談や 

子育て支援センター、幼稚園、保育所、こども園、学校などさまざまな場所で 

保護者のみなさまや先生方と子どもたちが楽しく過ごせるように支えていきます。 

お子さんのことはもちろん、ご家族の悩みも一緒に考えます。  

お気軽にお越しください。 

好きなもの：かたいパン アウトドア（シュノーケリング、登山） 

            専門相談員 臨床心理士・公認心理師 入江
い り え

 輝
ひかる

 

利用日時・場所 

ここ♡すま☺通信 始めました。 

ここすまいるの利用状況や子育てに関する情報などを発信していきます。 

毎月始めに更新します。観音寺市ホームページを見てくださいね。 

ここすまいるでは、常時２人の子育て支援員が

問い合わせや相談を受けています。 

心強い専門相談員も、サポートしています。 

ここ♡すまいる☺  

スタッフ自己紹介 

よろしくおねがいします！ 

「すまいるルーム」(２階)  

おもちゃや赤ちゃんが寝られるベビーチェアがあります。

ゆったりと安心して話すことができます😊  

園庭のローズマリー 

花が咲いています 



 

 

 

 

 

 

 

  
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

観音寺市子育て支援ルーム ここ♡すまいる☺ 

観音寺市観音寺町甲 2558番地 2（観音寺こども園施設内） 

相談・利用申込み、問合せは  ℡  0875-25-2166  

☆ 対象者 就学前のお子さんや子育てにかかわる人 

☆ 日 時 月曜日～金曜日 

9時 30分～11時 30分  14時 30分～16時 30分 

☆ 場 所  観音寺こども園内｢すまいるルーム｣（2階） 

 ※ 来園する場合は、事前に電話での利用申込みをしてください。 

 ※ 電話での問い合わせや相談も受付けています。 

※ 毎月１回土曜日 臨床心理士による相談 

（8月の予約は終了しています。9月以降については、お問い合わせください） 

＊ 大雨・強風等｢警報｣が発表されている場合、ここすまいるはお休みです。 

就学前児童親子相談 

 8月 23日（月）  10時～12時 

臨床心理士 古川
ふるかわ

  信子
の ぶ こ

 先生 

＊ 事前に予約が必要です。 

８月も月曜日～金曜日毎日、下記のように実施しています。

どんなことでも気軽に問い合わせてくださいね。 
利用日時・場所 

子育てや保育のこと、話しましょう 

詳しい内容や利用方法は、 

「利用案内」「リーフレット」を 

ご覧ください。 こちらからも 👇

観音寺市 HP 
「観音寺市ここすまいる」で検索 😊       

体を休める時間をしっかりとって、リフレッシュ！ 

水を多めに含ませたタオル、冷蔵庫で冷や

したり凍らせたりして大活躍！ 

お出かけの時や戸外から帰った時等、 

お子さんと一緒にクールダウン… 

体や気持ちを静めてくださいね。 

「つめたーい」「きもちいいねー」 

声をかけながらふれてあげましょう。 

ほっとするひとときになりますよ 😊  

ここ♡すま☺通信 ８月号 
夏の空がまぶしい季節。初めて夏を過ごす赤ちゃんも、がんばっている大人も、みんな

元気に過ごせているでしょうか。手洗い・うがいや外出時の感染予防に気を付けるなど、

昨年より、大人も子どもも当たり前のように身についていることと思います。 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止集中対策期であるため、ここすまいるの

利用についても、事前に申し込みを受けての来園相談や電話相談を継続しています。 

夏休みに入り、家庭で過ごすお子さんも多いと思います。ここすまいるでは、 

お子さんが遊べる場を用意していますので、どうぞ一緒にご利用ください。 

「のど かわいた」の前に、こまめに水分をとりましょう！ 

水分は、飲み物だけでなく食事やおやつからも

得られます。水分が多い食材きゅうり・トマト・

オクラ・スイカ・豆腐… 食事やおやつに取り入

れましょう。 

パンはごはんより水分が少ないので、スープや

デザートを加えてくださいね。 

朝ごはんからスタート☀😊  

8月 7日(土)は立秋  

クマゼミから、ミンミンゼミやツクツクボウシに… 

セミの鳴き声が変わってくる時期、夕方には秋の虫の声が

聞こえ始めます😊  

とはいえ、まだまだ厳しい暑さが続きます。夏を 

満喫しながら、みんな健康で過ごしましょう！ 

８月です。夏休みを満喫していますか？夏休みは、自分の趣味に打ち込んだり、家族と

ゆっくりすごしたりなど、普段できないことを楽しみたいですね。そして、新学期を気持ちよく迎

えたいところです。 

夏休みから新学期になるときは、生活リズムや気持ちに大きな変化が生じるため、不安に

なりやすいと言われています。夏休み中、ゲームをしたり動画を見ていたりして、夜更かしをし

続けていた場合、朝早く起きて学校に行くリズムに戻すのが難しくなることがあります。また、

自分のペースで生活していたため、学校集団に合わせて生活することが苦痛になることもあり

ます。こうした変化にうまく対応するためには、夏休み中も決まった時間に起きるなど、生活リ

ズムを一定にしたり、新学期が近づいてきたら学校に行く準備をして気持ちの準備もしたり

と、変化になじむよう少しずつ整えていくことが大切かもしれません。そうしたことを踏まえつつ、

健康的で楽しい夏休みを満喫できるといいですね。 

            専門相談員 臨床心理士・公認心理師 入江
い り え

 輝
ひかる 

✨ きらり 子育て ☺ 

 夏！元気に楽しみましょう！ 



 

 

 

 

 

 

 

  
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

もう 10月、気温が少しずつ下がり、朝晩は肌寒さを感じるようになりました。 

みなさん元気に過ごせているでしょうか。 

１カ月以上、来園相談を停止していましたが、10 月１日金曜日より、事前に申し込みを

受けての来園相談を再開します。電話相談も９時～17時随時お受けしています。 

こども園・保育園(所)・幼稚園の入園に関する手続きの時期が近づいてきました。 

知りたいこと・疑問に思うことやその他相談したいこと等、どんなことでも連絡してください。 

ていねいな手洗い・消毒・うがいやマスク着用等、感染予防を徹底して実施します。 

引き続き、ご理解ご協力をよろしくお願いします。 

世の中には“○○博士”と呼ばれる子どもがいる。恐竜博士、虫博士、 

電車博士、アニメ博士、…TV に出ている子は特別、というわけではなく、 

子どもは自分の好きな物に没頭し、とことん追求する時期がある。 

ある 4 歳の男の子は、幼稚園にいつも虫かごを持っていき、先生や他の子どもたちと一緒に

虫取りを楽しみ、画用紙いっぱいに虫の絵を描いていた。虫を探して見つけた時のキュッと胸の

奥がつかまれるような感じ、緊張しながら捕まえるスリル、虫が網の中に入り興奮が一気に噴き

出す感じ。その感動を残したくて紙に虫を描き、母親に絵を見せて解説する顔は最高の笑

顔！！子どもの“好き”という気持ちは、当たり前の日常をキラキラしたものに変えていく力を持っ

ている。大人になるにつれ忘れていくこの感情♪（何かの歌詞のようですね）に、子どもの目

線に立つと触れることがある。子どもとドングリを探しに行って、自分の方が夢中になって拾ってい

たり、子どもが捕まえてきたヤモリを一生懸命世話していたり（案外かわいい） 

その瞬間、こころは子どもの頃に帰ってはいないだろうか。子どもが教えてくれる 

このホッとしたひと時を、大切にしたいと思う。 

                専門相談員 臨床心理士・公認心理師 入江
い り え

 輝
ひかる 

ここ♡すま☺通信 １０月号 
観音寺市子育て支援ルーム ここ♡すまいる☺ 

観音寺市観音寺町甲 2558番地 2（観音寺こども園施設内） 

相談・利用申込み、問合せは  ℡  0875-25-2166  

☆ 対象者 就学前のお子さんや子育てにかかわる人 

☆ 日 時 月曜日～金曜日 

9時 30分～11時 30分 

14時 30分～16時 30分 

☆ 場 所  観音寺こども園内｢すまいるルーム｣（2階） 

 ※ 来園する場合は、事前に電話で利用申込みをしてください。 

 ※ 電話での問い合わせや相談も受付けています。 

※ 毎月１回土曜日 臨床心理士による相談 

 （事前に予約が必要です。） 

＊ 大雨・強風等｢警報｣が発表されている場合、ここすまいるは

お休みです。 

就学前児童親子相談 

10月 25日（月）  10時～12時 

臨床心理士 古川
ふるかわ

  信子
の ぶ こ

 先生 

＊ 事前に予約が必要です。 

気軽に問い合わせてくださいね。 利用日時・場所 

子育てや保育のこと、話しましょう 

 
観音寺市 HP こちらからも👉 

「観音寺市ここすまいる」 

で検索 😊 

睡眠 食事 運動  生活リズムを整えましょう♪ 

よく眠ってすっきり起きて、おいしく食べて、体を動かす…

規則正しい生活は、お子さんの健やかな成長をうながします。 

わかっていても、忙しい…生活のリズムを整えるのは大変で

すが、お子さんは、自分ではまだわかりません。ご家庭で食事

や寝る時間を決めるなど、できるだけお子さんの身体づくりを

優先してくださいね。 

おいしい！気持ちいい！😊 いい笑顔を見せてくれますよ。 

家族の生活リズムは合わせづらいですが、朝の「おはよう」

や夜の「おやすみ」は、一人ひとり声をかけられます。 

リセットしながら、少しずつ整えていきましょう。 

夜空に、月や星がきれいに見える季節です。 

ゆったりと輝く星を見上げ、澄んだ空気の中で

深呼吸☆  

次の日も元気に迎えられますように 😊  

✨ きらり 子育て ☺ 

こども園では、室内玄関までの通路に手指消毒液を設置しています😊  
来園時には、必ず消毒を済ませてくださいね。 
アレルギー等で、アルコール消毒液が使えない場合は、お知らせください。 

おいしい栄養 取り入れてね 

実りの秋、梨、ブドウに続いて、リンゴ、柿、

サツマイモ…野菜に魚に、おいしいものがたくさ

ん！😊旬の食材を味わえるように薄味で調理し

てみてくださいね。食事を通じて、味・匂い・食

感・彩りを楽しんだり会話したりしながら、お子

さんと季節(秋)を味わってみませんか。 

博士

はかせ

ちゃん 
大人も ほっとひといき 



 

 

 

 

 

 

 

  
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

来園相談の際、観音寺こども園を見学することができます😊 

観音寺こども園は、今年度開園しました。来年度大野原こども

園が開園すると、市内の認定こども園は 7園になります。（公立

２園、私立５園） 

「こども園ってどんなところかな」「どんな一日を過ごすの？」

知りたいことがいろいろあると思います。時間は限られますが、

相談で来園された時に、園内の様子を見学することができます。

希望される方は、利用申込み時にお知らせください。 

今後入園を控えている方も、保育施設や幼稚園についてご不明

な点や気になること等、気軽にお尋ねください。 

『はらぺこあおむし』 

『ノンタン』『だるまさん』シリーズ… 

読み継がれている絵本や新しい絵本がたくさん

あります。同じ絵本が家にあるのに図書館で借り

たり「もう一回読んで！」と何度もせがんだり…

きっとお気に入りの 1冊になったのでしょうね。

テレビや動画でもお話は楽しめますが、家族が

読み聞かせるお話は、声の響きや温もりが感じら

れ、お子さんの心に届きます。膝に抱っこして、

布団に入って、ご家庭に合ったスタイルで、お話

の世界を楽しんでくださいね 😊 

ここにコップに半分の水があります。さて皆さんは、「半分も入っている」と 

思うでしょうか？それとも「半分しか入っていない」と思うでしょうか。コップに水が満たされているこ

とを当然の前提として考えると、「半分しかない」となりますが、コップが空である状態を基準、つ

まり枠組みとして考えれば、「半分も入っている」ということになります。同じ物事でも、人によって

見方や捉え方、感じ方が異なり、ある角度から見れば長所にもなり、短所にもなります。 

これがリフレーミングの考え方です。たとえば、子どもの性格も見方によって、マイナスにもプラス

にも捉えられます。子どもへの捉え方が変わると、イライラが減ってほめることば掛けが増えるかも

しれませんね。 

 

 

 

 

 

 

 

 
①「うるさい」「よく話す」＝元気がある。活発である。明るい。頭の回転が速い。 

②「わがまま」＝自分の意見を持っている。自己主張できる。 

③「飽き性」＝気持ちの切り替えが早い。様々なことに挑戦できる。 

④「頑固」＝意志が強い。自分の意見を持っている。 

⑤「落ち着きがない」＝好奇心が旺盛である。活動的である。 

⑥「気が弱い」＝優しい。慎重である。周りのことをよく見ている。 

観音寺市子育て支援ルーム ここ♡すまいる☺ 

観音寺市観音寺町甲 2558番地 2（観音寺こども園施設内） 

相談・利用申込み、問合せは  ℡  0875-25-2166  

就学前児童親子相談 ＊要予約 

11月 22日（月）  10時～12時 

臨床心理士 古川
ふるかわ

  信子
のぶこ

 先生 

子育てや保育のこと、話しましょう 

 

秋が深まり、モミジ、サクラ、イチョウ…赤や黄色に色づいた

葉がひらひら落ちてきます。2枚の葉を頭にあててウサギさん、

イチョウの葉を束ねてコサージュ、モミジの葉は赤ちゃんの手、

いろいろな遊びが見つかります。 

お子さんと一緒に木を見上げたり落ち葉を集めたりして 

移り行く季節を楽しんでみてはいかがですか。😊  

✨ きらり 子育て ☺ 

令和４年度 保育施設・幼稚園入所〔園〕の受付は、 

11 月８日〔月〕～11月 26 日〔金〕です。 

詳しい情報は、広報かんおんじ、市ホームページ等で確認してください。 

朝晩は肌寒いですが、日中の日差しの温かさにほっこりする季節になりました。天気のいい

日には、公園で遊んだり家の近くを散歩したり、お子さんと一緒に気持ちよく身体を動かしてみ

ませんか。お子さんの元気な声や笑顔にたくさんふれられますよ。水分補給も忘れずに 😊 

空気が冷たく乾燥し、さまざまな感染症が心配される時期です。 

一層ていねいな手洗い・うがいや消毒を心がけ、元気に過ごしましょう。 

ここすまいるでは、引き続き感染予防を徹底して実施しています。 

ご理解ご協力をよろしくお願いします。 

子育てやご家族のこと、入園、入学や園・学校生活のこと、知りたいこと・疑問に思うことや

その他相談したいこと等、どんなことでも気軽に連絡してください。 

ここ♡すま☺通信 11 月号 
観音寺市 HP こちらからも👉 

「観音寺市ここすまいる」 

で検索 😊 

☆ 対象者 就学前のお子さんや子育てにかかわる人 

☆ 日 時  月曜日～金曜日 

9時 30分～11時 30分 

14時 30分～16時 30分 

☆ 場 所  観音寺こども園内｢すまいるルーム｣（2階） 

 ※ 来園する場合は、事前に電話で利用申込みをしてください。 

 ※ 電話での問い合わせや相談は、時随時お受けしています。 

 ※ 毎月１回土曜日 臨床心理士による相談 

（事前に予約が必要です。不定期ですので、お問い合わせください） 

＊大雨・強風等｢警報｣が発表されている場合、ここすまいるは 

お休みです。 

11月 3日・23日の祝日の他、研修のため

24日(水) 29日(月)は休みになります。 
利用日時・場所 

こども園では、室内玄関までの通路に手指消毒液を設置しています😊  
来園時には、必ず消毒を済ませてくださいね。 
アレルギー等で、アルコール消毒液が使えない場合は、お知らせください。 

大好きなお話や絵本にわくわく☆ほかほか♡ 

リフレーミング 
専門相談員 臨床心理士・公認心理師 入江

い り え

 輝
ひかる 



 

 

 

 

 

 

 

 

  
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新鮮なミカンはつやつやで果汁たっぷり！ビタミン Cなどの栄養が豊富！ 

ミカンを使ったいろいろな遊びも親子で楽しんでみてね！  

 ミカンを両手でもって「おいしくなあれ、おいしくなあれ」とおだんごのよう

にコロコロしたり、皮をむきながら「車みたい」「お花になった！」といろいろな

物に見立てたり、「ひとつ、ふたつ…」中の袋を数えながら並べたり… 

「いいにおい」「おいしいね」「あまい？」「ちょっとすっぱい…」と味わいなが

ら、お子さんの体験に言葉を添えて、一緒に楽しんでみましょう。 

おもしろがって大人のまねをすることで感覚や表現が豊かになってきますよ。 

ミカンの皮を自分でむくのは、１歳ごろからできるかな？大人と半分こした

り、少しむいてあげたりして“自分でやってみたい”を大切にしましょう♡ 

きれいにむけていなくても大丈夫。“自分でミカンの皮がむけた！”

のうれしい気持ちを大人も一緒になって喜んだり、ほめてあげたり

すると素敵ですね☆ 

市内でも、これからいろいろな種類のみかんが収穫されます。 

楽しみですね！おいしく食べて健康な身体をつくりましょう😊 

観音寺市子育て支援ルーム ここ♡すまいる☺ 

観音寺市観音寺町甲 2558番地 2（観音寺こども園施設内） 

相談・利用申込み、問合せは  ℡  0875-25-2166  

就学前児童親子相談 ＊要予約 

12月 27日（月）  10時～12時 

臨床心理士 古川
ふるかわ

  信子
のぶこ

 先生 

子育てや保育のこと、話しましょう 

 

12 月 22 日は冬至、一年で一番昼の時間が短い日です。 

カボチャを食べて、ユズ湯に入り、身体を元気にしましょう。 

ユズの果汁をしぼりすぎると、肌が痛くなるので、ユズはそのまま 

浮かべましょう。赤ちゃんや肌が弱い方はユズを浮かべた洗面器を 

浴室において香りを楽しんでみてください。 

「あったかいね」「いいにおい」お風呂でも会話が弾みそうですね。 

家族みんなで、ぽかぽか、ほっとくつろげる一日になりますように ♨ 

✨きらり 子育て ☺ 今月はお休みです。また来年！ 

ここ♡すま☺通信 12 月号 
観音寺市 HP こちらからも👉 

「観音寺市ここすまいる」 

で検索 😊 

1年の締めくくり、12月になりました。6月に「ここすまいる😊」が開設して、たくさんの方と

ふれ合うことができました。うれしいこと、楽しいこと、気になること等、日常の思いを安心し

て話せる場になっていると幸いです。 

これからも、来園相談、電話相談、専門相談員の相談等、さまざまな方法で皆さまとつな

がり、一緒に考えていきたいと思います。よろしくお願いします。 

就学前のこの時期、子育てやご家族のこと、園・学校生活のこと、知りたいこと・疑問に

思うことやその他相談したいこと等、どんなことでも気軽に連絡してくださいね。 

この時期は、朝晩と日中の寒暖差が大きくなり、さまざまな感染症も心配されます。 

衣服の調整や水分補給、適度の室温・湿度とともに、一層ていねいな 

手洗い・うがいや消毒を心がけ、元気に過ごしましょう。 

☆ 対象者 就学前のお子さんや子育てにかかわる人 

☆ 日 時  月曜日～金曜日 

9時 30分～11時 30分 

14時 30分～16時 30分 

☆ 場 所  観音寺こども園内｢すまいるルーム｣（2階） 

 ※ 来園する場合は、事前に電話で利用申込みをしてください。 

 ※ 電話での問い合わせや相談は、随時お受けしています。 

 ※ 毎月１回土曜日 臨床心理士による相談 

（事前に予約が必要です。不定期ですので、お問い合わせください） 

＊大雨・強風等｢警報｣が発表されている場合、ここすまいるは

お休みです。 

年末年始 12月 29日(水)～1月 3日(月)は 

お休みです。新年は 4日からスタート！ 
利用日時・場所 

引き続き感染予防を徹底して実施いたします。 

ご理解ご協力をよろしくお願いします。 
こども園では、室内玄関までの通路に手指消

毒液を設置しています。来園時には必ず消毒を済

ませてください。 
アレルギー等で、アルコール消毒液が使えない

場合は、お知らせください😊 
2021 年から 2022 年へ 

どうぞみなさま健康で、新しい年を迎えましょう。 

また来年！ 

カボチャは、ビタミン類等栄養たっぷりの緑黄野菜です。 

離乳食が始まった赤ちゃんもおいしく食べられます。 

柔らかくした一口大のかぼちゃ。皮を取ってラップに包んでモミモミ… 

そのまま巾着に絞って形を作っても、さらに小さくお団子にしても OK。

少しきな粉を入れてもおいしいです。大きさを変えて、兄弟のおやつと

しても楽しめますよ。 

カボチャ、ニンジン、ダイコン、1㎝角くらいに切って、柔らかくすると、

そのままでもおいしく、離乳食や料理にも使えます。 

いろいろ楽しんでみてはいかがですか。😊  



 

 

 

 

 

 

 

 

  
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年が明け、そろそろ新年度のことを考える時期ですね。４月から幼稚園・保育園・こども園に

入るお子さんがいらっしゃるお母さんは｢まだオムツが取れてない｣｢お箸が使えない｣と、このままで

園に行っても大丈夫だろうかという相談が増えます。小学校入学を控えたお子さんがいらっしゃる

ご家庭も同じで「ちゃんと授業中座っていられるのだろうか」「勉強についていけるのだろうか」と皆

不安がいーっぱい‼でも、入園、入学までに完璧にできるようになった！という子はそんなに多く

はありません。たとえ、オムツがとれてお箸も使えるお子さんであっても、初めて集団で過ごすことに

不安がいーっぱい‼の子どももいます。今から入園、入学までにできることは、トイレやお箸の練

習をすることも大切ですが、それよりも園や学校は楽しいところだよと良いイメージを持たせたり、

今できることを楽しんで自信をつけさせたり、困ったら家族や先生に言うんだよ、みんな味方だよ

と、新しい世界に入っていく子どもが少しでも安心感を持てるように働きかけることではないでしょ

うか。私たちもそのお手伝いをさせていただきたいと思っています。 

 

観音寺市子育て支援ルーム ここ♡すまいる☺ 

観音寺市観音寺町甲 2558番地 2（観音寺こども園施設内） 

相談・利用申込み、問合せは  ℡  0875-25-2166  

就学前児童親子相談      ＊要予約 

臨床心理士 古川
ふるかわ

  信子
のぶこ

 先生 

日 時  1月 24日（月）  10時～12時 

2月 28日（月）  10時～12時 

場 所 ここすまいる 

＊お子さんと一緒でも保護者の方だけでも利用可 

ここすまいるで予約を受け付けています。 

子育てや保育のこと、話しましょう 

 ここ♡すま☺通信 1月号 
観音寺市 HP こちらからも

👉

「観音寺市ここすまいる」 

で検索 😊 

初めての子育てで、不安だったりうれしかったりしたこと、また、入園入学・進級を

ひかえての不安や園・学校生活のことなど、話したい、聞いてほしいことがあると思

います。知りたいことや相談したいことなど、どんなことでも連絡してくださいね。 

これからもここ♡すまいる😊は、こどももおとなも、全力で応援します。 

どうぞよろしくお願いします。 

春には日常の生活が戻ってくることを願い、一層感染予防対策を徹底して業務を

実施します。マスク着用やていねいな手洗い・うがい・消毒が一番大切です。 

みんなで、声をかけあって、続けていきましょう。 

☆ 対象者 就学前のお子さんや子育てにかかわる人 

☆ 日 時  月曜日～金曜日 

9時 30分～11時 30分 

14時 30分～16時 30分 

☆ 場 所  観音寺こども園内｢すまいるルーム｣（2階） 

 ※ 来園する場合は、事前に電話で利用申込みをしてください。 

 ※ 電話での問い合わせや相談は、随時お受けしています。 

 ※ 毎月１回土曜日 臨床心理士 入江
いりえ

 輝
ひかる

先生による相談 

（事前に予約が必要です。不定期ですので、お問い合わせください） 

＊大雨・強風等｢警報｣が発表されている場合、ここすまいるは

お休みです。 

新年は 1月 4日(火)から始まります。 

どうぞ気軽に連絡してくださいね。 
利用日時・場所 

こども園では、室内玄関までの通路に

手指消毒液を設置しています。来園時に

必ず消毒を済ませてください。 
アレルギー等で、アルコール消毒液が

使えない場合はお知らせください。 

２０２２年 
専門相談員 臨床心理士・公認心理師 入江

い り え

 輝
ひかる 

✨ きらり 子育て ☺ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

新しい年をむかえました。 

おとなもこどもも健康で、笑顔で

過ごせる 1年になりますように。 

今年もよろしくお願いします。 

2022 年 ここ♡すまいる😊 

「おいしい！」「あったかいね～」 

冬は、鍋物、シチュー、おでん… 温かい料理がおいしい

ですね。よく煮込んだ食材は柔らかで食べやすく、ほわほわの

湯気で心がなごみます。 

お子さんに熱すぎないように、食べる前に「ふぅふぅ」 

して、冷ましてから食べさせてあげてくださいね。 

1月 7日(金)は 

😊 親子ふれあい遊びのすすめ 😊 

お正月と言えば、昔ながらのカルタとり、たこあげ、こままわし、 

すごろく…。一人遊びではなく、ちょっと腕前のいい人が一緒に遊んでくれる

とすごく楽しくなる遊びです。スマホやゲームはちょっとおしまい。ご家族で

一緒に遊びましょう。競争したりコツを伝授しながら繰り返したりして、大人

も子どもも達人になるおもしろさを味わってみてね。 

無病
むびょう

息災
そくさい
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 ここ♡すま☺通信 ２月号 
観音寺市 HP こちらからも

👉

「観音寺市ここすまいる」 

で検索 😊 

観音寺市子育て支援ルーム ここ♡すまいる☺ 

観音寺市観音寺町甲 2558番地 2（観音寺こども園施設内） 

相談・利用申込み、問合せは  ℡  0875-25-2166  

就学前児童親子相談     ＊要予約 

臨床心理士 古川
ふるかわ

  信子
のぶこ

 先生 

日 時  2月 28日（月）  10時～12時 

3月 28日（月）  10時～12時 

場 所 ここすまいる 

＊お子さんと一緒でも保護者の方だけでも利用可。

ここすまいるで予約を受け付けています。 

＊来園相談が再開していない場合は、電話での 

相談をお受けいたします。 

子育てや保育のこと、話しましょう 

新型コロナウイルス感染者数の増加で、「まんえん防止等重点対策措置」の実施ととも

にひとりひとりが感染予防対策をよりていねいにされていることと思います。 

ここすまいるは、現在来園相談を停止し、電話相談のみお受けしています。 

来園相談を再開した場合も、しばらくの間、こども園内の見学は行なわず、相談室前の

廊下から園庭を見ていただき、保育や給食等の様子を説明するようになります。ご理解・

ご協力をよろしくお願いします。 

入園入学・進級に関する心配ごとや園・学校生活のこと、お子さんや家族のこと等、 

一人で悩まず、気軽に連絡、相談してくださいね。一緒に考えていきましょう。 

☆ 対象者 就学前のお子さんや子育てにかかわる人 

☆ 日 時  月曜日～金曜日 

9時 30分～11時 30分 

14時 30分～16時 30分 

☆ 場 所  観音寺こども園内｢すまいるルーム｣（2階） 

＊来園相談が再開された場合でも、しばらくの間、こども

園内の見学は行いません。 

＊事前に電話で利用申込みをしてください。 

来園相談の再開日や実施内容に変更がある

場合は、観音寺市ホームページ等でお知らせ

します。 

😊 電話での問い合わせや相談は、 

9時～17時、いつでもお受けしています。 

２０２２年 
「おにはそと！」「ふくはうち！」 

みんなが健康で幸せに過ごせるように、病気やよくないことを鬼に例えて、鬼が嫌いな豆を

まきます。「ひとつ、ふたつ、みっつ…」豆まきの後は、年の数の豆を食べて、みんなで福を招

き入れましょう！豆を数えながら、大きくなることを一緒に喜んでくださいね。 

【要注意！】 豆まきをする時や豆を食べる時は、必ず大人が一緒にいてくださいね。 

子どもが大豆を鼻や耳の穴に入れてしまって、びっくりすることがあります。 

あわてて取ろうとして奥へ入り込んでしまうと大変！すぐに病院で処置をお願しましょう。 

２月３日(木)は節分(せつぶん)  
豆まきをお子さんと一緒に楽しみましょう。 

4日は立春(りっしゅん)春が来るよ！ 

笑って過ごす幸せ！ 

赤ちゃんは、大人が笑うと同じように笑います。子どもは、大人が見て

いてくれたり褒めてくれたりすると、うれしくなります。時には 「こちょこちょ」 

くすぐりっこ！笑顔になると、楽しくてほっとしますよ。 

新聞紙や広告を、ビリビリちぎったり丸めたりして、雪遊びや節分の豆

まき遊び。散らかった新聞紙をビニール袋に集めてボールづくり。楽しく片

付けて遊んでね。親子ともに笑顔になること間違いなし。楽しいよ✧✧ 

今、ご家族の状況や感染の不安などから、外出を控え、おうちで過ご

すことも多いと思います。”今日一日、笑って過ごせたかな“と振り返ったり

お子さんとのふれあいを増やしたりし、笑って元気をたくわえましょう ♡ 

市販の豆まきの豆(すぐ食べられる豆)で作るレシピ紹介 

大豆は、高たんぱく・低脂質他、成長・免疫力アップ 
☆福茶…大豆を 10個ほど入れたカップにお湯を注いで、しばらくおくと、香ばしい 

福茶ができあがります。 

☆ふっくら豆ごはん…いつもの水加減で、米に大豆を加えて炊きます。 

豆の量やほかに加える食材は、お好みで。 

☆手作りきな粉…大豆をミキサーやブレンダーで、粉状に細かくします。ふるいに 

かけると、さらにきめ細かくなります。離乳初期からおかゆやヨー

グルトに混ぜて、１歳頃にはマカロニやおにぎりにまぶしてね。 

他に、豆腐、納豆…いろいろな物から大豆の栄養をいただきましょう。 

※大豆は食物アレルギー発症の危険性があるので、初めは少量にしてください。 

毎日のマスク着用やていねいな手洗い

うがい・消毒、そして水分補給。 

みんなで声をかけあって、一層の感染

予防を続けていきましょう。 

利用時間・場所 



 

 

 

 

 

 

 

 

  
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

やよい 3月、新しい季節に向けて 心も生活も春の準備 

修了や進級・入学シーズンがやってきました。新しい生活に向けた準備に忙しいと思

いますが、お子さんと一緒にいろいろなことを楽しみにしながら、進めていきましょうね。 

今年度、開設１年目の『ここすまいる』は 5 分の 1 以上の日数が来園休止になって

しまいましたが、初めて会ってお話した方、一緒に遊んだお子さん、相談電話でもたくさ

んの方とふれ合うことができました。保育施設や幼稚園に入園される方の相談も多く、

集団生活への期待や不安な気持ちを語り合うことができたかと思います。 

これからも、どうぞご利用くださいね。 

令和 4年度は、利用者同士の交流やこども園での遊びなど、新たな交流や支援が安

心して実施出来ることを願います。 

お子さんや家族のこと等、一人で悩まず、気軽にまず電話をしてください。 

一緒に考えていきましょう。 

 ここ♡すま☺通信 ３月号 
観音寺市 HP こちらからも👉 

「観音寺市ここすまいる」 

で検索 😊 

観音寺市子育て支援ルーム ここ♡すまいる☺ 

観音寺市観音寺町甲 2558番地 2（観音寺こども園施設内） 

相談・利用申込み、問合せは  ℡  0875-25-2166  

就学前児童親子相談     ＊要予約 

臨床心理士 古川
ふるかわ

  信子
のぶこ

 先生 

日 時  3月 28日（月）  10時～12時 

場 所 ここすまいる 

＊お子さんと一緒でも保護者の方だけでも利用可。 

ここすまいるで予約を受け付けています。 

＊就学前児童親子相談は、ここすまいるの他、市

内の子育て支援センターでも実施しています。 

実施日等、詳しいことはお問い合わせください。 

子育てや保育のこと、話しましょう 

☆ 対象者 就学前のお子さんや子育てにかかわる人 

☆ 日 時 月曜日～金曜日 

9時 30分～11時 30分 

14時 30分～16時 30分 

☆ 場 所 観音寺こども園内｢すまいるルーム｣（2階） 

＊事前に電話で利用申込みをしてください。 

＊しばらくの間、こども園内の見学は行いません。 

😊 電話での問い合わせや相談は、9 時～17 時、

いつでもお受けしています。 

２０２２年 
親子で散歩♪ いろいろな春をみつけよう！ 

草花や木々が芽吹き、小さな生き物たちが目を覚まして動き 

始めました。春の花は、黄色、桃色、水色、紫…色とりどり、葉っぱの形も様々。 

スイセンやヒヤシンス、ウメ、モモ、サクラ、いい匂いの花もいっぱい！ 

毎年同じ場所で春を知らせてくれる花やツクシも…。 

暖かい日差しの下でワクワク春探し！ 身体もポカポカ☀ 鳥のさえずり 🎶や 

風の音🎶🎶…目を閉じて、空気を吸って、お子さんと一緒に

季節のめぐりを感じてみましょう。 

💛さまざまな出会いと成長を楽しむ💛 

お子さんが生まれた日、あかちゃんの頃、１か月前、１年前… 

思い返してみませんか。お子さんやご家族と一緒に、写真や動画を見な

がらでもいいです。「大きくなったなぁ♡」と、一人ひとりのお子さんの成長

ぶりを親子で実感してください😊 

入園、進級するお子さん、仕事を始めるご家族…。４月からの新しい

生活にワクワクドキドキしますね。その日の出来事や感じた事、いろいろ

話して、心を落ち着けていきましょう。（ここすまいるは、いつでもあなたの

お話を聴きます😊） 

つい、あわただしくなりがちな日々ですが、「ゆったりゆっくり」過ごすことも

大切！心にゆとりをもち、元気と笑顔が増えていきますように。 

毎日のマスク着用やていねいな手洗い

うがい・消毒、そして水分補給。 

みんなで声をかけあって、一層の感染

予防を続けていきましょう。 

『子どもによる 子どものための 

「子どもの権利条約」』(1995年刊行)より 

第６条 いのちのこと 

１ ぼくらは、生きてていいんだ。… 

２ だから、どんなときも、ぼくらが元気に

生きて、育っていけるように、できること

は全部してほしい。 

（「子どもの権利条約」を当時の中学生が、

“子どもたちにもわかるように”と自分たち

の言葉で訳したものです。） 
利用日時・場所 

河津
かわづ

桜
ざくら

 みんな 元気で！ 

感染予防対策を徹底しながら来園相談

を実施しています。変更がある場合は、

市ホームページ等でお知らせします。 


