日本では古来から１年を 24 等分して、それぞれに名前をつけた二十四節気を節目として、農耕や行
事の目安としてきました。３月末から４月初めごろは「春分」です。自然をたたえ生物をいつくしむこ
ろとされています。ログさんちの桜坂も満開になります。ぜひたくさん遊びに来てください。

Here you are!

Thank you!

ｖ
【発行元】森のひろば ログさんち
＊開所時間 9：30 ～ 14：30

玉名市大倉 1503-1
＊子育て相談電話

Tel/Fax

0968-74-6931

9：30 ～ 16：00

「ログさんち」のホームページに、
「ログさんち便り」や楽しい遊びの様子を載せて
いますのでご覧ください。

ログさんち
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ログさんち
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月

火
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1

講座の予約は、随時受け付け

2

新年度
スタートです

しています（電話も可）。

3

金

4
5
（別記） 6
外で元気に
ビギナーズ
自由遊び
遊びましょう
デー

7
シール遊び

10

11 （別記） 12
身体測定
自由遊び

13
ぬりえ遊び

14
（別記） 15
こいのぼりの
自由遊び
製作遊び

17

18
自由遊び

19
シール遊び

20
（別記） 21
子育てお話会
自由遊び

22 （別記） 23
自然くらぶ

24

25

26
折り紙遊び

27
（別記） 28
母の日のプレ
自由遊び
ゼント作り

29
昭和の日

（別記）

誕生会

8

9

絵本の
読み聞かせ
16

30
開所日

今まできっかけがなかったり、最近引っ越して来

毎月、身体測定を行っています。身長・体重・頭

られたりして、ログさんちにまだ来たことのない親

囲・胴囲を測ることができます。混雑をさけるため

子さんが気軽に来所できる日です。初めてのみんな

各回１時間・３回の入れ替え制で行います。

で集まって、お友達になりましょう。

●日時：4月11日（月）

●日時：4 月 5 日（火）10：30～

① 10時～

②11時～ ③13時～

心理カウンセラーの三浦佑子先生をお迎えして、
●日時：4 月 14 日（木） ●日時：4 月 27 日（水）

それぞれ①10 時～

②11 時～の

子育て講話を行います。心が軽くなる楽しいお話に、
子育てのヒントが

入れ替え制です。希望の日時を

いっぱいです。

ご予約ください。

●日時：４月20日（水）

10：30～
４月生まれの誕生会です。大きなケーキの前で写
真を撮り、フラワーボックスを作って飾りましょう。

おおくらの森でフィールドゲームを楽しんだり、

楽しい音楽のプレゼントもあります。

農園で野菜の種まき・収穫などの体験をしたりして

●日時：4 月 25 日（月）10：30～

生きる力や豊かな心を育みます。

（写真を撮りますので

●日時：4 月 22 日（金）10：30～

早めに来てください）

３密を避けるため、室内の状況をみ

●雨天中止

●服装：帽子・水筒・長靴・汚れても良い服装

状況により、開所や活動計画が変更になる場合があります。

て人数制限をさせていただくこと

来所前に「ログさんち」のホームページ＞新着情報にてご確認

がありますのでご了承ください。

くださいますようお願いします。

ベンジャミン先生の「エンジョイ☆イングリッシュ」の中から
簡単な英単語を紹介します。今回は「Feelings（感情）
」です。
おうちでぜひ日常的に使ってみてください。

ハッピー

Happy!
（うれしい！）

サッド

アングリー

Angry!

Sad…

（怒った）

（悲しい）

Theme of this month

Hot!
（暑い）

スリーピー

《 Feelings 》

ホット

Sleepy…
（眠い）

サースティー

コールド

Thirsty

（寒い）

（のどが渇く）

Cold…

ログさんちでは、毎月「エンジョイ☆イングリッシュ」を開催しています。簡単な単語を使った手遊びや
童謡などを通して、楽しく英語にふれあうことができます。乳幼児期から参加してみませんか？

１．お医者さんに行く前に
①日頃からお子さんの様子をよく観察しましょう。
日頃からお子さんの特徴やくせ、体調を把握し、もしもの急

早めに受診した方がよいとき

病などのときにも、早めに発見できるように心がけておきまし

□ぐったりしている

ょう。

□呼びかけに反応しない

②お子さんの具合が悪いときも、まずは五感をフル活用し、状
態をよく見ましょう。

□いつもと泣き方が違う。あやしても泣き止まない。
□顔色が悪く、肌に張り、つやがない。

□ぐったりしていないか

□お乳をまったく受けつけない。

□呼びかけに反応するか。あやすと笑うか。

□おしっこが出ない。

□きげんはよいか。

□けいれんが続いている。

□顔色、肌の張り、つやはよいか。

夜間の急病のときは
#8000
子ども医療電話相談へ

□食欲はあるか。
（ミルク・母乳の飲みは良いか）

□嘔吐下痢が止まらない。

□おしっこは出ているか。（オムツはいつも通りぬれているか）

□息がゼーゼー、苦しそう。咳がひどい。

□便は出ているか。色、においはどうか。おなかが張っていない

□鼻がつまって苦しそう。
□高温多湿のところに、長時間いたあとの高熱。

か。
□息はゼーゼーしていないか。
（背中に耳を当てて聴いてみて）
□鼻はつまっていないか

出典：こどものケガ・急病について 上手なお医者さんのかかりかた
（熊本県・熊本県医師会・熊本県小児科医会 編著）

アリアケスジシマドジョウは、コイ目ドジョウ科に属し、名前の
ギンちゃん・ヨッシーの
菊池川ギョギョトーク
第4回
◆アリアケスジシマ
ドジョウ◆

とおり有明海に注ぐ川にしかいない、とても珍しい魚なんだよ！大
きさは 6～7 ㎝、体には縦じま模様、尾ビレの付け根の上の方に黒
い点があり、ヒゲが短いのが特徴です。砂や泥の中の小さな餌を口
をモゾモゾさせながら食べる姿がとっても可愛いよ♪

しぜん

自然くらぶに参加された方の感想

またもや 1 月末から休所になり
さびしい農園でしたが、変わら

ず春はやってきて草が青々としてきました。休所があけて
から、ホウレンソウの収穫やジャガイモの種イモを植える
作業をしました。環境支援室の先生方がサポートしてくだ
さり、立派なジャガイモ畑が出来上がりました！6 月ごろ
に収穫しますので、その時は大人数で楽しく作業できたら

・久しぶりに外で遊んで、とても楽しそうでした。
たくさんの落ち葉で初めて遊んだので、うれしそう
な顔を見られて良かったです‼スコップも使うの
は初めてだったけど、思っていた以上に楽しんでい
ました。
・たき火や、ダイコン・ハクサイの収穫など、貴重
な体験をさせていただきありがとうございました。

いいなと思っています。今年度も森や農園での活動をいろ

０歳児ながらワイワイした雰囲気が楽しかったよ

いろ企画していきますので、ぜひご参加ください。

うで盛り上がってくれて良かったです。

サクラ

環境教育支援室長

林田 茂喜

おおくらの森では、今年も変わらずサクラが咲き、皆

1994（平成６）年 4 月、細川護熙首相が政治献金疑

さまのおいでを心待ちにしています。以前、サクラは入

惑の責任を取って突然辞任しました。その時のコメント

学式の思い出に欠かせないものでしたが、温暖化の影響

の中に「散りぬべき 時知りてこそ 世の中の 花も花

でしょうか、季節が早まりました。

なれ 人も人なれ」とありました。「すごい歌を詠む人

サクラといえば、ソメイヨシノが代表格ですが、サク

だなあ」と感銘を受けました。後で、この歌は二代細川

ラには多くの種類があります。早春から咲くカンヒザク

忠興公のガラシャ夫人が、大坂城の人質に捕らえられる

ラ、続いてエドヒガン、ソメイヨシノ、オオシマザクラ

のを拒み、死を選んだ時の辞世と知りました。首相とし

やヤマザクラ、北海道のオオヤマザクラと順次開花して

ては潔く散る美学を貫いたのでしょう。

ゆきます。このほか、秋から冬に咲くジュウガツザクラ、

ご存じ「忠臣蔵」では、切腹を命じられた赤穂藩主・

フユザクラなどもあり、自然交雑種や園芸品種も含める

浅野内匠頭の「風さそふ 花よりもなほ我はまた 春の

と、その種類は 200～300 に上るといいます。サクラ

名残をいかにとやせむ」が辞世として 320 年後の今日

類は自家授粉ができず、他の個体の花粉で受粉するた

まで記憶されています。
松尾芭蕉に「さまざまの事 おもひ出す

め、交雑種ができやすいためです。
サクラは日本の国花でもあり、日本の文化や日本人の
心情と深く結び付いています。詩歌の世界で「花」とは

桜かな」があります。皆さんは桜で何を思
い出しますでしょうか？

サクラのことで、その美しさをたたえる歌は「古事記」
にまでさかのぼります。一方、
「散る」ことにも強い関
心と感性を胸に秘めています。

ことわざの森

三つ子の魂百まで
（幼い時の性質は老年まで変わらぬたとえ）

大
人
び
て
昨
日
の
園
児
入
（
石 学
塚 す
友
二
）

玉名市子育て応援サイト「たまログ」 http://tama-log.org

たまログURL QR コード

玉名市の子育て支援情報をスマホやパソコンで見ることができます。
各子育て支援センターの4月の活動予定も見ることが
玉名市 たまログ
できますので、どうぞ気軽にご利用ください。
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