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親子製作

〔おひなさま〕
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＊ 「みんなのはらっぱ」は、親子でゆったり

過ごせる 子育てひろばです。どなたでもどうぞ！＊

体重計測の日
南 平 ２ 月7日(火)
万願寺 2月22日(水)

時間：9時30分～14時

はらっぱカフェタイム
万願寺

2月16日(木)
10時～10時20分
３０円 ４組まで

※離れられるお子さんは,
パートナーと遊びます。

おやまにあつまれ！
2月8日(水)

11時～1１時45分
天候によっては9日(木)に延期

万願寺交流センターの
向かいの丘にて

外あそびで寒さを吹きとばそう！
草そり、たこあげで 遊 ぼ う！

募集中！

①来年度の「みんなの

はらっぱ だより」の

タイトル画（2/17迄）

②イラストいろいろ

〔当会発行おたより、

チラシ用〕(随時)

賛助会員 募集！
「日野子育てパートナーの会」

では、会を応援してくれる“賛

助会員”を、随時募集してい

ます。年会費 一口 １，０００円

（郵便局の振込みもできます。

振込先：トクヒ)日野子育て

パートナーの会 00180

－５ー730367まで。）

東日本大震災の募金

受付中！

「1月の土曜はら

っぱのふろしき市

(フリマ)の売上げ」

とともに、あしなが

育英会に寄付しま

す。(3/11迄）

ママ達 企 画

座談会 「おむつはずし」
2月2日(木)

10時30分～11時15分

万願寺にて

「みんなのはらっぱ」南 平

火 曜日（南平駅西交流センター）

「みんなのはらっぱ」万 願 寺

火～金曜日（万願寺交流センター）

＊ どちらも 9：30～14 : 30

発行：NPO法人

日野子育てパートナーの会

T e l/ F a x ： 042- 587－ 6276
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ＨＰ ：みんなのはらっぱ 検 索

みんなの声・こえ・コエ・・・in はらっぱ

前回の時はギャンギャン泣いたけど、今回
は最後までパートナーさんと遊んでいて、
成長を感じた。一緒に話した先輩ママから、
幼稚園の話などたくさん聞くことができて、
参考になった。

はらっぱ

カ フ ェ
タ イ ム

か ら

子どもを預けるのがはじめてだったので、ど
うかな？と思ったけど、泣かずに遊んでいた
ので、子どもの成長を感じた。たくさんお話
できて楽しかった。

簡単！安い！おいしい！《連載》わが子の大好きな一品
（こうたろうくん１歳の巻）

「大豆の塩こうじ漬け入り ベジタブルミックス」

〔材 料〕①大豆(ゆでたもの) カップ1杯 ②塩こうじ 小さじ１程度
③さつまいも,かぼちゃ,人参など(甘い野菜が合う)をゆでたもの

適量
〔作り方〕

①ビニール袋にゆで大豆と塩こうじを入れ、良くもんで、
冷蔵庫で一晩寝かせます。

②さいころ型に切ったゆでた野菜（さつまいも・人参）など)
と合わせてできあがりです。

お母さんからのひと言…
大豆を塩こうじに漬けると旨味が増して美味しくな
ります。甘めの野菜と合わせると、甘いとしょっぱ
いを交互に味わえ、それが良かったのか、子どもがす
すんで食べてくれました。保存がきくので冷蔵庫に常備
しておくと、お腹がすいた時にすぐに出せて便利です。
（大豆は自分で煮るなら、柔らかめがいいです。）



特集 とき

わが子が「成長したなあ」と思った瞬間

泣いているお友達をなぐさめてあげ

ている所を見たとき。

自分だけの世界から、他の人と関

われる世界にステップアップした

んだなあ。 (３歳)

会話が通じるようになって、こちら

側の気持ちがわかってくれるようにな

ったとき。お友達と仲良く遊べるよう

になったとき。 重くなって、もうす

ぐ抱っこもできなくなるなあと、嬉

しい反面少し淋しい。 (３歳)

自分で「食べたい」、くつを「はきた

い」など、「やりたい」と言う姿を見た

とき。 (１歳)

おとなのマネをしたり、一人でご飯

を食べられるようになったとき。(１歳）

昔の写真を見たとき。

上の子(３歳）が、お手伝いしてくれた

とき。下の子(０歳）が、歩いたとき。

「はっぱ」「あめ」「ちょ－だい」「バ

ッグ」…昨日までは言わなかった言葉

を急に連呼。一番は「かーちゃ(母）」

と「とーちゃ(父）」。ここ１ヶ月は

ピークです。 (１歳)

一人遊びしかしなかった息子

が、お友達を誘って一緒に遊んで

いるとき。また、プラレールを自

分で組み立てて遊んでいるとき。

ずっと近くにママがいないと遊べ

なかったのに、離れて遊んでくれ

て楽になった。 (３歳)

アンケートにご協力いただき

ありがとうございました。

今までは同じ場にいるだけだったお

友達との関わり方が一緒に遊べるよ

うになってきた。「〇〇しよー」と

誘い合うことも出てきてほほえまし

い。 (３歳)

最近、「自分で

ズボンはくね」と

言って、はけたと

き。感動した。

(３歳)

離乳食が始まって、なかなか食べ

てくれずに悩んで試行錯誤が続いて

いた。歯が生えて、自然に食べられ

るものが増え、家族で一緒に食事が

できるようになると嬉しい。「ご飯を

食べなくても、こうして成長してく

れて、自然と食べるようになるもの

なんだ」と感心した。 (１歳）

今は、日に日に成長を感じている。

ハイハイができた、鏡を見てひとりで

遊んだ、ご飯が食べられた、車でぐず

らない…とにかくできることが増えた。

(６ヶ月）

三輪車が上手くできなかったのが、

ぺダルをこいで「みんなのはらっぱ」

の建物を一周できるようになった。ま

た、主人が仕事から帰って横になって

いるのを見て、「お父さん疲れている

んだね。寝かせてあげようね。」とい

うさりげない一言。 時にはわがまま

で、感情的になることもあったけれ

ど、少しずつ周りにも目を向け、思いや

りの心も育んでほしい。 (３歳)

外で犬に出会うと、「ワンワン」

と指さすようになった。猫もゾウ

もワンワンですが…。 (１歳)

１歳前までそばにいないと泣きやま

なかったのに、少し離れるようになった

とき。 (１ 歳 )

1 歳前からおしゃべりをしていた娘。

1 歳の誕生日に「いくつになったの？」

と聞くと人差し指を 1 本立てて「いっ

ちゃい」と言ってただけなのに、

1 歳 4 か月になった今ではかなり会話

が成立し、お片付けも上手にできるよ

うになった。 (１歳)

今までは姉とのおもちゃの取り合い

があったが、最近は「いっしょにやる」

ことが増えた。また、外のトイレで「一

人で行く！」と言ったり、おしゃべりの幅

が増えた。 (４歳)

昨年は無関心だったクリスマス

会で、今年はいっしょに身体を動かし

たりプレゼントをもらって嬉しそうだ

った。１年の成長を感じて感慨深かっ

た。 (１歳)

一時期、まったく野菜を食べなか

ったが、最近食べられるようになっ

た。 自然と食べられるようになる

んだなあと実感した。 (２歳）

色々なジェスチ

ャーができるよう

になっていて、可

愛さが増す。(親

バカ) (１歳)

子どもが私たちに向かって柱とかを

使って「いないいないばあ」をやって

くれたりするとき。また、ウソ泣きす

るとき。 (１０ヶ月)

自分の思い通りにならなくて怒り

出す。嬉しいとパチパチ、おいしい

とほっぺこんこん、感情を表現でき

るようになった。 (１歳)

急に会話が人間らしくなった。人の

顔色を伺ってみたり(笑)いろんなこと

を考えて表現できるようになった。３

歳ってかわいい時期だな～ってしみじ

み思う。 (３歳)

お友だちに「どうぞ」や「かして」が

言えるようになったとき。「おお～☆」

と思った。 (３歳)

動物園で「いつもおじいちゃん

とおばあちゃんにおみやげやプレゼ

ントをもらってるから、自分からも

あげたい」と言ったとき。思いやれ

る心が嬉しい。 (３歳)


