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１月号
だ りよ

１がつ・２がつ

年末に帰省する道中、ぽけっとに遊びにいらっし

ゃるＭちゃんとお父さんお母さんに出会いました。

思いがけないところで出会うのはとても嬉しいも

のです。たくさんのお荷物と抱きかかえられたＭ

ちゃん。「これから帰省します」とおっしゃって

いましたが、どんな旅だったのかしら？

帰省や旅に向かう人々で賑わう車内は、声弾ませ

て楽し気。しかし時間が経つと飽きたり疲れたりで、

小さいお子さんのぐずる声や泣き声も耳に入ってき

ました。もしもの時に備えて用意したあれこれも底

をつき、困った様子のお母さん。ぽけっとの子ども

たちやママたちと重なり、ついつい声をかけたく

なってしまいました。小さなうちは遠出も楽ではあ

りませんが、ハプニングも後になれば旅の想い出に

なるものです！みなさんはどのようなお正月を過ご

されましたか？

いべんと♪

ぽけっと
開館時間：９：００～１７：００ 日曜・月曜・祝日休館

＜遊びの広場＞＜一時預かり＞＜子育て相談＞＜ファミリーサポートセンター＞

◆１がつ２０にち（火）◆ 事務室で申し込み受付中！ ワジャク ゆみこ先生の

13:00～14:00 ぽけっと講座 骨格調整ストレッチ

◆１がつ２８にち（水）◆
11:00～12:00

14:00～15:00

◆ 毎日２回 ◆ ひろばのデイリープログラムです。手遊びとお話し会などで楽しみましょう♪

11:00～11:15

14:00～14:15

◆ ４回シリーズ講座 ◆ ドキドキの幼稚園体験をしていただくプログラム

2/20(金) 2/27(金) 

3/6(金) 3/13(金) 

◆日・月・祝日は休館。開館時間は 9:00～17:00 ◆
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新年あけましておめでとうございます

茶の湯を体験できます

ぽけっとこどもたちのお茶会

ぽけっといっしょにあそぼ

１２月初旬、チューリップの球根をみんなで植える「チューリップウィーク」を行いました。

横浜市金沢区のグリーンファームさんより、園芸モニターとしてご提供いただいた球根の

うち50個あまりの球根を、参加したお子さんにそれぞれ名前をつけて植えてもらいました。

ぽけっとでは、これから植物に触れ合っていく園芸活動を、どんどん企画していきます。

楽しみしていてください♪「ただいま、ぽけっと園芸活動のネーミングを募集中！」

◆ 淵本明美“ふっちー先生”プロフィール◆

保育士（ぷちぽけっと／ひろば）

日本家庭園芸普及協会認定 グリーンアドバイザー

日本園芸療法研修会会員

Mother nature 主宰 プランツコーディネーター

チューリップ・ウィーク
1２/４ thu.～６ sat.

ぽけっと初の親子de園芸プログラムとして開催した「チューリップウィーク」は、
おかげさまで大盛況！3日間でたくさんのママやパパ、子どもたちが参加してください

ました。チューリップにちなんだ歌や手遊び、絵本の導入に始まり、チューリップの

赤ちゃん『球根』をお子様ひとり１球ずつプランターのおうちに植えました。～ふか

ふかの優しい土のお布団に球根をお座りさせて、その上にふんわりと土のお布団をもう

一回かけて、最後にお水をたっぷりあげました～１歳児から３歳児の子どもたちみんな

で楽しく園芸活動ができました。

プランターはベランダのそばの地面に集めて
いますよ。ニョキッとかわいい緑色の芽も出て

参りました。球根は土の乾燥が苦手です。時々

プランターの様子を観て、表面の土を触って

みて乾いていたらジョウロでたっぷりお水を

あげてくださいね。開花まで皆で観察しながら

育てて行きましょう。今後も参加型の楽しい

園芸プログラムを季節ごとに展開していく予定

です。お楽しみに…。 （ふっちー ）

ぽけっとプレ保育 ～待ちどおしいね♪幼稚園～

こんにちは。“ふっちー先生”です！

今年は新年のご挨拶に、「あたたかな」とか「おだやかな」などの言葉が多く見られました。

2009年はそんな年にしたい・・・という願いは、みなさん同じかもしれません。

「ぽけっと」はいつでもそんな場所でありたいと、スタッフ一同心をこめてみなさんをお迎

えします！本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

ふっち
ー先生

～

おしえ
て！

ぽけっと園芸活動



ぽけっとまつりを終えて・・・♪
まもなく師走という11月末の土曜に、ぽけっと開設を記念して「ぽけっとまつり」を開催しました。

初めての取り組みでしたのでいたらない点もあったかと思いますが、お天気にも恵まれて１０５人の

子どもたち、おとなを含めると約２00名の方が参加してくださいました。１１時からぽけっとひろば

で職員によるダンスやふれあい遊びを行い、１１時半から屋外で「おもちつき」「さかなつり」「わ

たがし」を楽しんでいただきました。今回のお祭りは、「交流」ということを一つの大きな目的とし

ました。ぽけっとにいらっしゃるみなさん、町内会の方、支援会員のお手伝い、風の子の父母の

方々・・・こんなに大盛況だったのは、そんなみなさんのおかげだと感謝の気持ちでいっぱいです！

とても印象的だったのは、室内の催し物に

夢中になって楽しんでくれた子どもたちの

姿でした。期待をもってみつめる目、傾け

る耳、自然に動き出す体、楽しもうとする

心。まだ集団での保育を受けたことのない

小さなお子さんまでもが、初めて集うたく

さんのお友だちと一体になっていた空気を

感じ、スタッフ一同とても感動してしまい

ました。そしてまた少し仲良くなれたよう

な気がしました。

「いつも私から離れられないのに、おまつ
りのときは一番前で参加していて嬉しくな

りました！」とおまつりの後、広場にいら

したＹちゃんのお母さんが話してください

ました。Ｙちゃんは、この春幼稚園に入園

される女の子です。控えめでお母さんから

なかなか離れられず心配されていたそうで

すが、ぽけっとにいらっしゃるようになっ

てからは少しずつ積極的になられたそうで

す。私たちから見てもその頃が信じられな

いくらい、お喋りが可愛くて、いろんなこ

とを楽しむことのできるいきいきとした女

の子です.

子どもが一歩前進する、そのチャンスは
日々いろんなところに転がっています。焦

らず見逃さず、信じて見守ってあげたいで

すね。ぽけっとがほんの少しでもそのきっ

かけになるような場所であれば、とても嬉

しいです。そしてお母さんがそれに気づき

「ほっ」とされた瞬間に立ち会えたら、

もっともっと幸せです！

ある日Ｓくんは、「きょうもぽけっとい
く…せんせいとあそぶ」と言って来てくれ

たそうです。幼稚園や保育園に入る前の

「親子で通うぽけっと保育園」という感じ

になれたら、とてもいいな～！

ぽけっとではこれからさまざまな講座や
イベントを企画して行く予定です。内容、

講師、対象など、いろいろ考え、多くの方

が参加できるよう提供していきますのでご

期待ください。参加されるだけでなく、み

なさんの知識や才能を活かして、活躍の場

としてもいかがですか？いつでもお待ちし

ています！

副センター長、和さんによるぽけっと
講座「てづくりおもちゃ」を行いました。

今回ご紹介したおもちゃは「ひらひら金

魚」「びっくりパッチン」「びゅんびゅ

んごま」です。ひろばの一角にテーブル

を並べ、お子さんは周りで遊びながらお

母さんたちが一生懸命制作しているのを

見守っていました。今は子どもが飛びつ

くようなステキなおもちゃがたくさんあ

りますが、たまにはお母さんが作ってく

れたおもちゃで工夫して遊ぶのもステキ

なことではないでしょうか。もう少し大

きくなったらお子さんでも簡単に作れる

ものばかりです。和さんはそんな伝承遊

びをいろいろ知っていますので、いつで

も気軽にお声をかけてください！よろこ

んでお教えします。

ママ手作りのおもちゃで遊ぼう・・・♪
親子で「ひらひら金魚」「びっくりパッチン」「びゅんびゅんごま」を

つくってもらいました。お子さんはまだまだ自分で作ることはできないけれど、

お母さんが作ってくれたおもちゃで遊んだり、周りで遊びながらお母さんの作る

様子を見たりされていました。

てづくりおもちゃ
1２/１０ wed.

＜ひらひら金魚のつくり方＞

①おりがみを細長く切る

②両端から2cmくらいのところ
に切り目を半分入れる

③切り目と切り目をはめ込むと
金魚の形になってできあがり！

④高いところから落とすとくるくる
回って“ひらひら金魚”に！

ぽけっとまつり
11/29 sat.

左： ふれあい遊び
上： こどもおもちつき
右： さかなつり

とっても
かんたん

に

作れます
！

ぽけっとまつり
にぎやかに♪

ぺったん

ぺった
ん

おさかな釣れるかな～？


