吉田保育園の
無添加みそづくり教室
●と き ７月１日
（土）
午後１時
●ところ 水巻吉田保育園
（吉田西）
●費 用 ５０００円程度
（約８・
２㎏のみそができます）
●申込期限 ６月 日（月）
●申し込み・問い合わせ 水巻吉
田保育園☎２０２局７１９３番

シニア・初心者向け
スマホ・タブレット教室
●と き
▽１回目 ６月 日（火）午前
時 分～正午
▽２回目 ６月 日（火）午後１
時～２時 分
●ところ いきいきほーる

●対 象 スマートフォン・タブ
レットを使ったことがない人ま
たは使い始めたばかりの人
●定 員 各５人（先着順）
●費 用 無料
●持ってくるもの 筆記用具、ス
マートフォンまたはタブレット
※スマートフォン・タブレットを
持ってない人には貸し出します。
●申込期限 ６月 日（水）
●申し込み・問い合わせ ベネシ
ードカルチャークラブ
（皆越）
☎
（０
８０）３９５９局８４４７番

夏の思い出づくりに
夏休み親子手作り教室
●とき・内容
▽８月５日（土）午前 時～正午・
手作り練りせっけん作り

こんにちは保健師です

▽８月 日（土）午前 時～正午・
貝殻装飾の写真フレーム作り
●ところ 中央公民館
●対 象 ４歳～小学６年生
※保護者も参加できます。
●費 用 １組２０００円
●申込期限 ７月 日（土）
●申し込み・問い合わせ フロー
く の
ラルはなみづき（久野）☎（０
９０）１３６７局３７３５番

ソフトバレーボール
おおとめ会メンバー募集

ー

ことこと食堂 colour

ラ
カ

●費 用 月２００円
※別途、保険料が必要です。
●申し込み・問い合わせ おおと
め会（江藤）☎（０９０）１１
６６局５９３５番

みんなのおうち一周年
無料の記念講演会開催
●と き ６月 日（土）午前
時～正午
●ところ みんなのおうち（伊左
座３丁目３番３号）
●内 容 中島玲子さん（元福岡
県男女共同参画センター館長）
の講演「元気な未来へ」
●問い合わせ 男女共同参画地域
づくりセンター「みんなのおう
ち」
（木戸）☎２０１局８５５
８番

●問い合わせ

体を動かして声を出して笑って
ますか。平均年齢 歳のおおとめ
会で一緒に楽しみましょう。
●と き 毎月第１・第２・第４
木曜日午前９時～ 時
●ところ 体育センター

５歳っ子すくすく相談

子どもたちが楽しく集団生活を送るために

●小学生の部①坂本②木村●男子の部①吉弘・吉留
②後藤・小川●女子の部①梶山・弓場②松田・池田

集団生活を見守り
適切な支援を行います

臨床心理士がアドバイス

えぶりミニバスケット
ボールクラブ団員募集
体力や技術を仲間と楽しく身に
付けられるクラブです。１カ月間
の体験入団もできるので、まずは
見学に来てみませんか。他校区か
らも入団できます。
●と き 毎週火曜日・水曜日・
木曜日午後５時～７時、毎週土
曜日午後３時～７時
※土曜日・日曜日・祝日は、試合
が行われることがあります。
●ところ 朳小学校体育館
●費 用 月１５００円
●申し込み・問い合わせ えぶり
ミニバスケットボールクラブ（隅
田）☎（０９０）９６５９局２
４６０番

どものことで気になることがあれ
ば健康課に相談してください。ま
た、町外の幼稚園・保育所へ通っ
ている子や家庭保育の子の相談も
受け付けていますので、心配事が
あれば気軽に相談してください。

いきいきほーる健康課☎２０２局３２１２番

きます。その対応を幼稚園、保育
所を通じて保護者の皆さんと共有
し、必要に応じて専門機関などの
紹介も行います。
子育ての悩みは、１人で抱えて
しまう人も少なくありません。子

家庭から離れて過ごす、幼稚園や保育所での集団生活。自然に適応する子もいれば、友達や
先生との関係がうまく築けなかったり、集団生活になじめなかったりする子も少なくありま
せん。こうした悩みを抱える親子への支援として、町は「５歳っ子すくすく相談」を始めます。
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町は、平成 年度から町内の幼
稚園や保育所に通う年中児を対象
に、
「水巻町５歳っ子すくすく相
談」を行います。事業の目的は、
集団生活で子どもたちが自分の力
を発揮できるようにし、安心して
小学校の入学を迎えられるように
支援することです。集団での生活
に慣れてくる年中児を対象として
います。
事業では、保育士・臨床心理士・
教育委員会就学相談担当者・保健
師が幼稚園、
保育所に出向きます。
保護者が記入した子どもの生活態
度などに関する事前アンケートを
基に、保育所や幼稚園での様子を
見て、子どもたちにとってどのよ
うな対応をすれば、自分の力を発
揮できるのかを関係者で考えてい

10

●５月７日●総合運動公園テニスコート●参加者3 2 人

10

春のフレッシュテニス大会（敬称略）
22

がんばった人に
29

8
◉ 広報みずまき 2017.6.10
◉ 広報みずまき 2017.6.10

9
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サークル・団体の会員募集や講座の案内、
地域の出来事などを投稿してください。ここ
は、読者の皆さんからの記事で作られるペー
ジです。
広報紙への意見・感想やイラストなども募
集しています。
●問い合わせ 役場企画広報係☎201-4321
している子どもでも、集団の中で
は自分の力をうまく発揮できない
ことがあります。そこから不安や
戸惑いが生まれ、左上に挙げてい
るような様子が見られることがあ
ります。そのときは、集団の中で
子どもが何かに困っているのかも
しれません。
また、幼稚園や保
育所にいるときは困
ったり、戸惑ったり
する子どもでも、家
では普段どおりにな
り、保護者の皆さん
からは子どもが困っ
ていることに気付き
にくい場合がありま
す。そのため、実際
に集団生活を送って
いるときの子どもの
様子を見守る必要が
あるのです。

▷話を聞くことが苦手
▷幼稚園・保育所であまり話さない
▷急な予定の変更などが苦手
▷幼稚園・保育所になかなか慣れない
▷不安な気持ちが強い
▷不安な気持ちを隠すために、はし
ゃぎすぎる
▷こだわりが強い
▷ちょっとしたことでかんしゃくを
起こす

幼稚園や保育所での集団生活は
家庭での生活以上に、その場のル
ールを守ることや他人を思いやる
ことが必要です。このような環境
の違いから、家庭では元気に過ご

集団生活で困ったり戸惑ったり
している子どもの様子

24

健康課では、毎月こすもす相談を行って
います。この事業では臨床心理士が、
子ど
もの成長や言葉の発達などの相談を受け
て、保護者の皆さんにアドバイスを行って
います。
平成 29 年度は、
臨床心理士の増員を行
い、より多くの相談を受けられる環境を整
えました。子どもの成長で気になることな
どがあれば、１人で抱え込まずに相談して
ください。
●ところ いきいきほーる
●対 象 発達の悩みや心配がある就学
前の子どもとその保護者
●費 用 無料
●申し込み いきいきほーる健康課
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27
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大人も子どもも一
緒に食事を囲みなが
ら、ゆっくりと会話
ができる居場所づく
りを行っています。
●と き 毎月第３土曜日午後４時
※変更する場合があります。
●ところ ことこと食堂 colour（猪熊４丁
目６番 49 号）
※「あんだんて」と書いた看板があります。
●費 用
▷子ども（高校生以下） 100 円
▷大 人 500 円
●持ってくるもの 飲み物
●申込期限 開催日の前日
●申し込み・問い合わせ
▷ NPO 法人 colour ☎ 982-3118
▷稲 田 ☎ 090-9470-1342

こすもす相談
予約制

30

21

みんなの
掲示板
30

家庭では見えにくい
子どもの集団生活の様子
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