
令和 3 年度 子育て支援センター さくらんぼ 

 

 

 

利用時間  毎週月曜日～金曜日 ９時～１６時        （土日、祝日、年末年始休業） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さくらんぼだより３月 

３月２日（水）・３日（木）   

１１：００頃 １４：３０頃  
ひなまつりを楽しもう 

  
 さくらんぼタイムで、ひなまつりや春のお話を

します。ひなまつりの雰囲気を楽しみましょう。 

３月８日（火）～１１日（金） 
 

「指人形を作ろう」 
 指人形を使った遊び方もあわせて紹介します。

お子さんの体の上をトコトコ歩かせるなど、ふれ

あいにも使えますよ。鈴をつけて、鳴らして遊ぶ

こともできます。 
 

子育て支援センター「さくらんぼ」 
（城端さくら保育園併設） 

住 所  南砺市理休２４０ 
電 話  ０７６３－６２－７３００ 
ＦＡＸ  ０７６３－６２－７３０５ 

さくらんぼタイム 毎日１１：００頃 
手遊びやふれあい遊び、絵本の読み聞かせなどをしています。 
 

３月１５日（火） ９：００～１２：００ 

はじめましての日 
子育て支援センターを初めて利用されるママ、パパ、祖父母の方、

妊婦さん、遊びに来てくださいね。お待ちしています。 

 

 

３月生まれのお祝い 
  
 手形の入った誕生カードを作り、歌を歌ってお

祝いをします。３月生まれのお友達、いつでも遊

びに来てくださいね！ 

３月４日（金）・７日（月） １１：００頃 
 

みんなで体操 
 

 さくらんぼタイムの中で、大人向けストレッチと

お子さんと一緒に楽しめる体操をします。一緒に体

を動かしましょう！ 

車の玩具とチューブの

手作り玩具で「タイヤ

交換」してくれたそう

です。おもしろい！ 

 

３月２９日（火）１０：４５～ 
 

春探しさんぽ 
 

 保育園のまわりを一緒に散歩しましょう。抱っこ

紐や帽子など、必要なものを持ってきて下さいね。 

さくらんぼで一緒に遊ぼう！ 

たくさんのごちそうを

出しておままごと。 

友達の側に行く姿も見

られます。 

人形の服を箱に入れてお

洗濯していたので、洗濯ば

さみを用意すると…上手

に干してくれました 

ママとの合作！線路と

車を組み合わせて… 
「こんなことができるようになった

のだな」「こんなイメージで遊んでい

るのか」と驚くことがたくさんあり

ます。いろいろな玩具を用意してい

るのでゆっくり遊んで、子どもの遊

びに言葉をそえてみてくださいね。 

 

 
作って遊ぼう！ 

後ろのゴムに指を
通すと、うさぎの足
のようになります。
トコトコ歩かせる
とかわいいよ。 



《今月の子育てワンポイント情報》 「簡単！おやつレシピ♪」 

『もっちもち！ミルクわらび餅』 

 

 

 

 

 

 

≪時間と量を決めましょう≫ 

 テレビをみながらの「ながら食い」や、時間を決めずいつまでも食べてしまう「だらだら食い」は肥満 

のもとです。おやつの目安は１日２００kcal 以内にし、かしこく食べましょう！ 

（例：牛乳２００ml…１３４kcal、バナナ１本…８６kcal、みかん１個…４５kcal） 

                   「おやつレシピ紹介」 食生活改善推進協議会 井波支部の皆さん 

 

令和３年度 子育て支援センター きらきら 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

きらきらだより ３月 

誕生カードを作って、一緒に誕生日のお祝いをします。 

３月生まれのお友達、いつでも遊びに来てくださいね！ 

職員からのお話のプレゼントもあります。 

３月１５日（火） 9：00～12：00 

 子育て支援センターを初めて利用するママ、パパ、おばあちゃん、 

おじいちゃん、妊婦さんなど、気軽にご利用ください。 

きらきら タイム 
毎日 10：00 頃 

絵本の読み聞かせをしたり、季節の歌をうたっ 

たりしています。お家でのお子さんとの関わりの

ヒントになるといいな…。 

《今月の制作》 

   ・３月 ７日～ フォトフレーム作り 
    お気に入りの写真を飾って 
          楽しんでくださいね 

３月２日（水）・3 日（木） 10：30 頃  

きらきらタイムの中で、おひなさまにちなんだお話をします。 

カードシアターを一緒に楽しみましょう。 

子育て支援センター「きらきら」 

（井波にじいろ保育園併設） 

住 所  南砺市山見２０００－１４ 

電 話  ０７６３－８２－７８１２ 

利用時間 ９：００～１６：００ 

     土日 祝日 年末年始休業 

〈材料〉６人分 

豆乳 …２００ｍI 

砂糖 …５０g 

片栗粉…３０g 

きな粉…適量 

〈作り方〉 

①  鍋に豆乳、砂糖、片栗粉を入れてよく混ぜ合わせる。弱火にかけて、木べら

で絶えずかき混ぜながらゆっくりと煮る。鍋底が見え始めたら、焦げつかな

いように手早く混ぜ合わせて全体につやが出るまで約３分練る。 

② ①をラップを敷いた「流しかん(バット)」に入れて、粗熱をとる。 

③ ②を取り出し、きな粉を全体にふりかけて１口大に切る。 

★ 身体測定はいつでもできます！お気軽に声をかけてくださいね 



 
  

 

 

 

子育て支援センターたんぽぽ（福野ひまわり保育園併設） 

〒９３９－１５１７ 南砺市百町１０１－１   

 ℡ ０７６３－２２－８２３０ 

ご利用時間 毎週月～土曜日 午前９時～午後４時  

（日・祝日・年末年始は休所） 

令和３年度 子育て支援センター たんぽぽ 

１日(火) ８日(火) 1０日(木) 14 日(月) 

１８日(金) 2２日(火) 2８日(月) 

  たんぽぽだより 

たんぽぽポケットの日 

絵本の読み聞かせ、リズム遊び、おもちゃ 

作りなど何をするかは当日のお楽しみ！ 

今月は「春」をテーマに楽しみましょう。 

３月７日（月）～３月１１日（金） 

一緒に作ろう 「ミニアルバムづくり」 

お子さんの成長をミニアルバムにしませんか？

おうちで飾って楽しんだり、おじいちゃんおばあ

ちゃんへのプレゼントにしたり…。 

好きな写真を４～５枚持ってきてくださいね。 

３月うまれのお友達 

お誕生日のお友達は職員に声をかけてくださ

いね。いつでもお祝いできますよ。 

 

３月１５日（火） ９：００～12：００ 

子育て支援センターをはじめて利用する 

ママ、パパ、祖父母の方、妊婦さんなど 

気軽にご利用ください。 

※対象者のみの利用となります 

はじめましての日 

３月２日（水）・３日（木） 

ひなまつりを楽しもう！ 
 ひなまつりの歌をうたったり、お話を聞いたり、

おうちの人とゲームをしてみんなでひなまつりを楽

しみましょう。 

 生活リズムに合わせてご利用ください。一日を通

して楽しんでいただけます 

利用者さんからの声～メッセージをいただきました～ 
 たくさんのママと交流できて情報交換の場になりますし、「ポケットの日」は黄色のエプロンを見ると息子

も嬉しがり、いつも楽しく過ごさせていただいています。          （Ｔ君ママより） 

はじめてお母さんになった方、お母さんの育休が終わり子守を預かったおばあちゃん、泣く子をどのように一

日過ごすか悩む方はぜひ支援センターに来てみてください。きっと心が軽くなりますよ。（中略）私は孫を連れて

行きました。いつもウェルカム笑顔で迎えてもらい、私がほっとする場所になりました。８月から孫は保育園に

通園しています。                              （Ｔ君おばあちゃんより） 

アットホームな方ばかりで
楽しいです (Ｍ君ママより) 

はじめて利用するときはドキドキでしたが、親子で楽しく

過ごすことができ、毎週のように利用しています。こどもは

家より広い場所で思い切り遊べてうれしそうですし、親も会

話ができていい交流の場だと思います。これからもどんどん

利用しようと思っています。      (Ｒ君ママより) 

 
お手紙 

ありがとうございます。 

身体測定はいつでもできます 

職員に声をかけてくださいね 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フォトスタンドを作ろう 
３月１４日（月）～２４日（木） 

大きくなった手形や足形、子どもの描いた

絵などを並べ、成長の記録にフォトスタンド

を作りませんか？ 

身体測定 
３月２３日（水）２４日（木） 

大きくなったかな？楽しみですね。 

はじめましての日 
３月１５日（火）９時～１２時 

初めての子育て支援センター利用をお手伝

いします。友達や近所の方など誘い合っての

利用をお待ちしています。 

対象者のみの利用となります。 

子育て支援センターあっぷる 

南砺市柴田屋 209(福野おひさま保育園２Ｆ) 

電話 0763-22-8722         
利用時間 9 時～１６時(土日・祝日 年末年始休業) ３月あっぷるだより 

令和３年度 

○イヤイヤ期とは… 

・自分のしたいことを言葉で伝えることができず、「イヤ」と言ったり泣いて暴れたりする。 

・覚えた言葉を使い理由なく「イヤ」と言うこともあり、大人の反応を見たり言葉あそびを 

楽しんだりすることもある。 

※自分の感情が発達しいろんな気持ちをもつようになり、それを他人にぶつけたらどうなるのか、 

相手の気持ちを考えどう伝えたらよいのかなど、しっかり経験する大切な時期。 

○言葉がけや対応は… 

・「イヤ」と言い出したら「イヤなのね」とまずは受けとめる。その後、気持ちを切り換える

言葉かけ「おしまいして○○しよう」「次は何かな」など促し、できた時にはたくさん褒め

ましょう。 

・泣いたり暴れたりする時は、少し気持ちが治まるまで待つことも必要。 

・本当に動きたい時間の１０分前（「イヤ」という前）に「もうちょっと 

したら終わりだよ」「あと 3 回ね」「終わったらお家に帰っておやつに 

しようね」など予告しましょう。 

 

  

ひなまつり会 
３月２日（水）３日（木） 

おひなさまの由来を知り、子どもの健やか

な成長を祝い、おひなさまに変身して楽しみ

ましょう。 

イヤイヤ期講座より 

どうしてイヤイヤばかり言うの？ 

３月の誕生会 
お誕生日をいつでもお祝いします。 

３月生まれのお友達・ママにインタビュー

やパネルシアターなどのお楽しみ、みんなで

ゲームを準備しています。いつでも声を掛け

てくださいね。 

あっぷるタイム 
ふれあい遊びや体操、読み聞かせ、手作り

おもちゃ紹介など楽しい時間もあります。 

一緒に遊びましょう。 



３月３日はひなまつり。子どもの成長と幸せを願う

行事で【桃の節句】とも言います。

ひなまつりの由来として諸説ありますが、元々は 

中国の風習で“上巳
じょうし

の節句”という川で身を清め厄を 

祓うものと、日本の風習にある“紙や草で作った人形に

厄を移して川へ流す”ものが結びついたと言われて 

います。 

 

３月 身体測定週間 

３月１４日（月）～１８日（金）  

９：００～１６：００ 

 大きくなっているかな？成長の証であるお子さんの

身長・体重を測定します。記録は、かわいい動物の測定

カードに記入してお渡しします。 

                          

 

                         

   

３月 誕生会 

お誕生日のお友達が遊びに来られた時に、いつでも

お祝いします。大きなケーキのロウソクを消したり 
歌をうたったりしましょう。 

 

つくって遊ぼう「おひなさまミニ飾り」 
３月 3 日（木）まで  

９：００～１６：００ 

お子さんと一緒に作りながら、おひなさまの 

道具や飾りについて豆知識もお知らせします。 

 

南砺市福光 381-1 
(福光どんぐり保育園併設)         

TEL/FAX 0763-52-6703 

利用日 月曜日～金曜日、日曜日 
時 間  午前 9 時～午後４時    
※土曜,祝日.年末年始は休みです 

 ひしもちカラーには… 

👈ピンク色の花が咲く 

👈白い雪が解け 

👈緑の大地に 

という意味もあります 

 季節の遊びを楽しもう 

にこにこ おたのしみタイム  
毎日 １０：４５～ 

 

 

３月 １日（火）～：おいしい食べ物の絵本から「まるくておいしいよ」「くだもの」など 

３月１４日（月）～：遊びながら楽しめる絵本から「だるまさんが」「ぺんぎんたいそう」など 

３月２２日（火）～：色や形が変化していく絵本から「きんぎょがにげた」「ころころころ」など 

３月２８日（月）～：言葉の響きやリズムが楽しい絵本から「ごぶごぶ ごぼごぼ」など 

絵本は、創造力や語彙力を培う基礎となり、ページをめくることで指先の発達につながります。 

子育て支援センターでお気に入りの絵本を見たり新しい絵本に出会ったりして、ふれあいの時間に

なるようぜひ遊びに来てください。お待ちしています。 

今月は、楽しい絵本の読み聞かせを充実させています。

絵本出版社お勧めの絵本ばかりです。 

ひなまつり会 
３月 ２日（水）・３日（木）  

１０：３０～  

ひなまつりのお話を聞いたり簡単なカード探し

ゲームをしたりして遊びましょう。都合の良い日に

お待ちしています。 

３日（木）は、琴の演奏会もありますよ。 

 



南砺市荒木 1305－1 子育て支援センターほほえみ(福光東部かがやき保育園併設) 

TEL・FAX 0763－52－7322 

利用日 月曜日～金曜日(土・日・祝日・年末年始は休み) 

時間 9 時～16 時 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—のんびり・まったり・ほのぼの子育て通信—no.１２ 

１日（火）～２日（水）午前１０時～ 

おひなさまを作ろう 

お子さんの写真や手形で可愛いお雛様を作

りませんか？男の子もぜひ作りに来てね！ 

※予約は要りません。 

※行事は予約制となります。（５組程度） 

※必要に応じて利用人数を制限する場合があります。 

お知らせ 

１６日（水）午前１０時３０分～ 

９日（水）午前１０時３０分～ 

こども達の成長を感じながら、 

大きくなった喜びをみんなで一緒に 

お祝いしましょう！ 

 

誕生会＆身体測定 

３月生まれのお誕生会をしますよ。 

どなたでもお気軽に、身体測定が出来ます。 

 

 

 大きくなったね 

 

ほほえみに遊びに来てくれてありがとう！ 

 

R４年３月号 

 この１年間で沢山のこども達・ご家族の方が遊び

に来てくださいました。０歳１か月～３歳までのお

子さんがお母さん・お父さん・おばあちゃんなど、 

ご家族と一緒に利用される中で、「寝返り」が出来る

ようになったり、「イヤ！と自分の意思を伝える」こ

とが出来るようになったりと、一人ひとりが 

成長していく姿を一緒に見ることができて、 

私たち職員も本当に嬉しく思います。 

これからも、どうぞ気軽に遊びに 

来てくださいね！ 

 

 

４月からも楽しい行事を

たくさん用意して 

待ってるよ～♪ 




