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柏におじいちゃんと
おばあちゃんが出来ました

※写真撮影のため、
一時的にマスクを外しています。

協力会員

I さんご夫婦

登録後直ぐに「幼稚園の送迎」の依頼を頂き、夫婦
でお受けする事にしました。初めは不安でしたが、
車内での子睿ちゃんの楽しいおしゃべりと笑顔
に、毎日癒しと元気をもらっています。また、安全
第一の送迎には夫婦の会話は必須。これまで以上
に会話も増え、夫婦で登録して本当に良かったと
思っています。

かしわファミリー・サポート・センター

☎04-7190-5225 FAX 04-7190-5181

妻が第二子出産のため、幼稚園の送迎をお願いして
います。幼稚園は遠方にあり、通園を諦めていました
が、I さんご夫婦とKさん
（協力会員）
の貴重なお時間
をいただいて、登園することができました。感謝の気
持ちでいっぱいです。娘はいつも「優しい I さんとK
さん、大好き！」と話してくれます。これからもどう
ぞよろしくお願いします。
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▲我孫子

●柏社協
●柏市役所

柏

常磐線

〒277-0924 千葉県柏市風早1丁目2番地2
沼南社会福祉センター2Ｆ はぐはぐひろば沼南
http://kashiwa-shakyo.com/publics/index/116/

しるい

利用会員 子睿ちゃん
（5歳）
のお父さん

16
８

●セブンパーク
アリオ柏

●ヤマダ電機

千葉▶
風早団地
入口
商工会
●

Z O S A N T S U S H I N

ぞ う さ ん 通 信

絵本で楽しむ先にもたらされるもの、
それは
「自分は愛さ
れている」という実感。子どもと絵本を通じて、愛情を共
有し、
子どもの生きる力を育むことができる。
そんな絵本
を、
子どもとぜひ楽しんでみてください。

今回は、
柏市を中心に活躍されている両方会員・ 中 茜さんに魅力のある
絵本についてお聞きました。絵本が大好きで、1000冊を超える絵本とと
もに、
子育てをしているそうです。
それでは、
絵本の世界へどうぞ♪

コロナウイルス、インフルエンザ等の感染に
よる休園・休校の場合、子どもが元気であって
も、援助を受ける(活動すること)ができませ
ん。ご家族の方が発熱や咳などの体調不良、濃
厚接触者と認定された場合も同様です。感染
拡大防止のため、
ご協力をお願いいたします。

絵本は、大人が子どもに読んであげるものです。
絵本は、
大人と子どもがコミュニケーションをとる
「コミュニケーションツール」
です。
肩の力を抜いて、
子どもに読んであげてください。

メール配信が始まっています

どんな風に読めばいいのか分からないかた、
心配いりません。
読みたいように好きに読んでください。
最初から最後まで、
読む必要もありません。
子どもの望むまま読んであげてください。
絵本を真ん中において、
子どもとの時間を豊かに過ごしましょう！

produce by “ほおばるえほん” akane

子どもの幼稚園・学校が
お休みになってしまったとき

〔プロフィール〕
ほおばるえほん
akane：幼稚園教諭。保育士。わらべ
うたベビー＆キッズマッサージ講師。
大学で絵本文化論を専攻。
福音館書店
元編集長からも絵本を学ぶ。幼稚園、
保育所で働き、現在は柏市を中心に
「ほおばるえほん」
を主宰。
https://hoobaruehon.jimdofree.com/

メール配信が始まっていますが、登録されて
いますか？利用会員も協力(両方)会員も登録
をお願いしております。緊急時の貴重なツー
ルとなりますので、メールアドレスを登録し
ていないかたは、お早めにご登録をお願いい
たします。
こちらから登録→

登録の方法が分か
らない方は、
お問
合わせください。

子どもと仲良しになれる絵本をご紹介

選択する
絵本

食べ物の
絵本
老若男女みんなの共通
の関心は「食べ物」！本
物以上に美味しそうな
絵本。子どもと想像の中
で美味しい食べ物をほ
おばって心を満腹にし
てみませんか。

『くだもの』
平山和子／作
（福音館書店）

『ぽんちんぱん』

『おにぎり』

柿木原政広／作
（福音館書店）

平山英三／文・平山和子／絵
（福音館書店）

子どもはいくつか
あるものから好きなものを選ぶ
のが大好きで、選択することは
ひとつの遊びでもあります。
子どもと遊ぶには、共に遊ぶこ
とが大切です。
「ぼくはあれが好
き」と会話を楽しみながら、子ど
もの好きなものを知ることで仲
良くなる近道になります。

『ねぇ どっちがすき？』
安江リエ／文
（福音館書店）
降矢奈々／絵

報酬の計算大丈夫？

参加する
絵本

『きょうがはじまる』

読み手のアクションを促
すしかけがある絵本は子
どもの心をつかむこと間
違いなし！じっとしてい
ることが苦手な子どもに
もおススメ。

Ｑ.5歳のかえでちゃんを、14
時に幼稚園へお迎えに行き、協
力会員の自宅で15時16分ま
でお預かりしました。歩いて送
迎をしました。さて、報酬は、い
くらでしょう。

『ぐるぐるカレー』
矢野アケミ／作
（アリス館）

ジュリー・モースタッド／作
石津ちひろ／訳
（ＢＬ出版）

『まくらのせんにん
『まるまるまるのほん』
そこのあなたの巻』
『ねえ、
どれがいい？』
エルヴェ・テュレ／作
ジョン・バーニンガム／作
まつかわまゆみ／訳
（評論社）

かがくいひろし／作
（佼成出版社）

谷川俊太郎／訳
（ポプラ社）

あどばいざー

のちょっとひといき
無類の麺好きである娘から、
「友達がお弁当で
うどんを持って来ていて、すごく羨ましかっ
た」と言われ、急遽初めての うどん弁当 を作
ることに。冷凍稲庭うどんをレンチンし流水
でしめて、一口サイズにくるっと丸めて。おか
ずは、
かしわ天、
卵焼き、
枝豆を添えて出来上が
り。つけ汁は、小さいペットボトルに入れて凍
らせて。
帰宅した娘に うどん弁当 の感想を聞
くと、
「最高！おいしかった。
明日もね。
」
それか
ら3日連続で うどん弁当 になりました。涼し
くなる秋、
次は何の麺にしようかな？
（えみ）

Z O S A N T S U S H I N

協力会員・
竹内さんちの大人気レシピ

『コンコンコロッケ』

●材料（６個分） ・じゃがいも／中2個
・油あげ／3枚
★ツナ缶／1缶 ★マヨネーズ／大さじ1 ★しお／少々 ★こしょう／少々
●作り方
①じゃがいもをふかして、
皮を剥く。
②じゃがいもをつぶして、
油切りしたツナ缶と★の材料を全て入れ、
混ぜる。
※お好みの食材を★の中に入れても◎カレー粉やコーンも相性抜群！
③油あげを半分に切り、
袋状にして裏返す。
④裏返した油あげの中に、
②の材料を詰め込む。
⑤フライパンに、
油をひかず、
両面こんがりと焼いて出来上がり♪

POINT

油あげがカリカリで、小さな子どもは手づかみで食べられま
す。
大人は、
おつまみに最適！お好みで、
ソースやケチャップを
付けて食べてもOK。
アレンジもしやすく、
時短で作れるのでおススメです。

ぞうさんルーム６時間のお預かり
はじまりました

り

一時預か

毎週金曜日、
第1と第3火曜日に行っているぞうさんルームは、
3時間、
6
時間コースともに大好評です。
「はぐはぐひろば」で遊んだり、食事やお
昼寝する時は
「ぞうさんのお部屋」
でゆっくり過ごしたりしています。
利
用した男の子は「また、ぞうさんルームに行きたい」という嬉しい声や、
お母さんからは「リフレッシュできました」との声。子どもにとっても、
お母さんにとっても良い時間を過ごせるように、これからも協力会員と
ともに、
サポートしていきたいと思います。

研修のお知らせ

報告書より

子どもの遊び

みっけ！
あったかミニ劇場

久しぶりの私との
帰り道、Ｍちゃんは嬉しいかな？

「遊び塾はらっぱ」主宰の荒牧光子さんを講師と
してお招きし、簡単にできる手遊びやわらべ歌な
ど、
援助に活用できる
「遊び」
を学びましょう。

久々のお迎えに驚きながらも、ニ
コっと、とっても嬉しそうな顔を
してくれます。陽気に話しかける
私に、ボソボソッと返事をするM
ちゃん。
「遠回りして帰ろう…♡」と小さ
な声で、言いました。公園の中を
ゆっくり遊びながら帰りました。

●日程：10月8日
（金）10：00〜11：45
●会場：ラコルタ柏(柏市教育福祉会館)
２階 多世代交流スペース
●講師：荒牧光子

赤い羽根共同募金にご協力を！
10月1日から全国で赤い羽根共同募金運動が

いっしょにかぞえよう

スタートします。
今年もご協力をお願いいたします。

Ｈくんは最近、だんご虫にはまっ
ています。本当に小さいものを見
つけます。そして、数えます。
「い
ち、にぃ、さん、よん…さんじゅう
よん…」このくらいになると、あ
やふやです。一緒に数えます。
「ど
うしていっぱいいるの？」
「 そう
ね、雨がやんで、朝ごはんを探し
ているのかな〜」

今年の

「ファミサポフェスタ2021」
は、
新型コロナ感染症拡大
防止のため、
中止とさせて
いただきます。

報酬 の計算
答え 1,050円
１時間を過ぎたら、
30分ず
つ報酬が増えていきます。

