
 

「なかよしミックス」に遊びにきませんか！ 
就園前までのお子様と保護者の方が一緒に参加して親子で楽しく遊ぶ集いの場です。 

★第 11回目の 2月は、下記の日程で実施します。 
  日時 2月 15日(金) 10:00～12:00  
      2月 18日(月) 10:00～12:00 

内容：折り紙製作を楽しむ。お雛様を作りましょう！ 
  場所：地域子育て支援センター「さんこうぽぽら」 
  持ってくるもの：コップ  

※参加希望の方は事前にお電話で申し込んで下さい。 
※電話の受付は、2月 1日（金）からです。9時半～17時までにお願いします。 

 
2月の「フリーデイ」について 

 保育園の支援センターを下記の日程で開放します。お好きな時間にお出かけ下さい。 
日時： 2月 25日（月）10:00～12:00 
    2月 26日（火）10:00～12:00 

      ※事前の予約は必要ありません。 

○ ○・○・○・○・○・○・○ 1 月の支援事業から  ○・○・○・○・○・○・○・○ 

   

   

    

 

  育児講座のご案内 

          日 時：2 月 28 日(木) 10：00～12：00 

テーマ：「お困りの事、悩み事、ちょっと聞いて！」等ありましたら、 

お話におでかけ下さい 

      場 所：三光保育園 地域子育て支援センター「さんこうぽぽら」 

※参加ご希望の方は、保育園までご連絡下さい 

 

 

 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

永原学園地域子育て支援センター 

さんこう・ぽぽらだより 
2019年 2月発行 第 142号 

認定こども園 西九州大学附属三光保育園 
TEL:0952-31-6877 

 
「シニアサロンぽぽら」に遊びにきませんか 
子育て支援センター「さんこうぽぽら」では、月に 1回 

地域の方におこし頂き楽しいひと時を過ごしています。 

日  時： 2月 22日（金）10時から 12時 

内  容：簡単 cooking！！おいしく会食♥ 

持ってくる物：エプロン・三角巾 

場  所：地域子育て支援センター「さんこうぽぽら」 

電話でお申し込み下さい。 ℡ 31－6877 

♪育児相談・食育相談をしています♪    
三光保育園及び三光幼稚園では、育児・食育相談 

を受け付けています。お気軽にお申し込み下さい。 

※毎月第 3火曜日の 14時～16時までは、西九大 

短期大学部教員による食育相談を行っています。  

※事前にお電話でお申し込みの上、ご利用下さい。 

             節分と恵方巻 

2月 3日（日）は節分ですね。近年、セブンイレブンやお寿司屋さん等の広告・宣伝を通

して、節分にその年の恵方を向いて巻き寿司を食べることが園の行事の中に入ってきまし

た。20 年前にはなかった行事です。現在は、大抵の園の給食で恵方巻を作って子ども達と

美味しく頂いています。半面、節分の豆については、大豆アレルギー児への配慮や、大豆を

食べ慣れていない子ども、小さな子ども達への誤飲リスクを考えて、みんなで年の数食べる

ということは少なくなってきました。その分、鬼退治のための豆まきは大豆を使って外で盛

大に行っています。「おにはそと～！」「ふくはうち～！」子ども達は鬼に扮した先生たちに

思いっきり豆をまきます。「怒りんぼ鬼、泣き虫鬼、いやいや鬼、とんでけ～！」 

節分の本来の意味は、各季節（立春、立夏、立秋、立冬）の前日を指しましたが、今では

立春の前日のみをいうようになりました。暦の上では、翌日から春になります。季節の変わ

り目には邪気（鬼）が生じると考えられていたため、それを追い払うために豆まきが行われ

ます。自分の年の数だけ豆を食べて、1年間の無病息災を願います。 

どうぞ、日本の伝統文化の本当の由来も知って、節分行事を楽しんでください。 
 
 
 

 

 

なかよしミニ 

なかよしミックス 

シニアサロン 

では・・・ 

保育園の 1.2.3 歳児の子

どもたちの体操やお遊

戯、リトミック劇を見た

り、一緒に踊ったりして

楽しみました!(^^)! 

 

 2 月の生活目標 

 ・遊んだ後は片付ける 

・自分の事は自分でする 

・挨拶は目と目を合わせてする 

・友達と仲良く遊ぼう 

・話は静かに聞きましょう 
保健師講話もありました 

 なかよし 

るーむでは・・・ 

鍋島小紋の色紙

を使って、お雛様

を折りました。お

うちに飾ってく

ださいね♥ 

 

さんこう・ぽぽら開放の 
時間帯について 

 
【開園日】 
★月～金  
（祝祭日・お盆・年末年始を除く） 
 
【時間】 
★９：００～１２：３０ 
・園行事の為、ご利用できない 
場合があります。 

・出前支援の場合は、担当職員
が不在になります。 

 
★１２：３０～１３：３０  

昼休みの為閉園 
 

★１３：３０～１６：００ 
この時間帯のご利用の場合
は、電話での申し込みをお願
いいたします。 
 
三光保育園：31-6877 



寄稿：西九州大学・西九州大学短期大学の窓から 

「家庭での健康管理 体温を測るということ」 

西九州大学 看護学部看護学科 助教 大坪奈保 

 

 今年の冬、体調管理はいかがでしょ う か。毎年のよう に、インフルエンザは流行します。手洗いう がい

に予防接種と 予防はしても 、 感染してしまったり 、 何かと 気がぬけない季節ですね。  

さて、この冬、あなたはお子さんの体温を何回測定しましたか？また、お子さんが誕生してから、今日

まで、何回測定したか覚えていますか？きっと 、数えきれないほどの回数、不安な思いを抱えながら、お

でこに手をあてて、抱っこ して、お子さんのお熱を測ったのではないでしょ う か。私自身も、夜中突然パ

ッ と 目が覚め、横で眠る息子のおでこに触れて「 熱い！」「 何が原因の熱だろう 」「 明日、病院の受診どう

しよ う 」「 仕事どう しよ う 」 と 真夜中に、 色々と 考えを巡らせ、 横になっても眠った気がしない夜を何度

も経験してきました。  

 体調が悪いと 感じたと き、身体症状を確認すると と もに、まず熱を測り ます。家庭での対応と 同様に、

病院を受診した際も、身体症状と と もに発熱の有無を確認されるでしょ う 。体温のほか、脈拍や呼吸、血

圧は身体内部で起きているこ と を端的に示しているもので、 身体の状態を把握するために、 重要なデー

タと なり ます。その中でも体温は、家庭でも測定できる重要なデータと されます。体温は１ ℃以内の日内

変動があり 、一般的に午前２ ～６ 時頃（ 睡眠中） に低く 、午後３ ～８ 時頃（ 活動中） に高く なり ます。 ま

た、 子どもの場合、 10 歳ごろまでは、 成人より 体温が高く 、 また体温調節機能が未発達なために体温が

変動しやすいものです。 新生児、 乳児期では体温は３ ７ ℃以上を示すこと が多いです。  

〖さまざまな体温計〗 

 皆さんのご家庭では、どのよう な体温計を使っているでしょ う か。私が幼いころは、水銀体温計で体温

を測っていたものです。 じわじわと 水銀が上がるのをじっと 見ていた記憶があり ます。（ 今の若いお母さ

ん・ お父さんはご存知ないかもしれませんね。） 現在では、 家庭用と して使われているものには、 電子体

温計（ わきにはさんで測定するもの）、耳式体温計（ 耳に軽く 挿入して鼓膜温を測定するもの）、非接触体

温計（ おでこにかざして、赤外線で体温をよみと るもの） があり ます。耳式体温計や非接触体温計は、２

～3 秒で測定できる利点もあり 、 利用しているご家庭も多いでしょ う 。 耳式体温計は耳孔形（ 耳のあな）

の個人差などによる誤差が若干生じるこ と もあり ますが、 怖がったり 嫌がるお子さんを押さえて測るこ

と を考えると 、 使用しやすい体温計と なっています。  

〖受診する前に〗 

受診する際、次のこ と を簡単にメ モして持参しておく と よいでしょ う 。正確に医師に、家庭での状態を

伝えるこ と で、 スムーズな診察や治療につながり ます。  

・ 平熱 

・ 体温、 測定した時間、 その時の症状（ 咳や鼻水、 腹痛、 嘔吐や下痢など）  

・ 使用した解熱剤の種類や量、 使用した時間 

・ 食事や水分をと った量 

〖最後に〗 

お子さんの熱を測ったあと 是非ご自分の体温も測ってく ださい。 インフルエンザなど感染性の疾患の

場合、一生懸命お子さんのお世話をしているご自身が体調を崩すリ スクがあり ます。お母さん・ お父さん

が健康で、 ご自身を大切にすること が、 お子さんにと って何より の薬になるものです。   

 

 

 

 

 

「健やかな毎日を過ごすために」 

西九州大学健康栄養学科教授  林  眞知子  

  

 2 月 3 日は節分ですね。お家で豆まきをした方も多かったでしょうね。

家の中の悪いことを追い出して、晴れやかに 2 月 4 日の立春を迎えられ

たことと思います。お日様の光が力強くなってきたとは言え、まだまだ寒

い日が続いています。実際 2 月の平均気温を見てみますと、1 月よりも高

くなっているとはいえ、 12 月よりもまだ低く、一年の中で 2 番目に低い

値です。2 月は入学試験のシーズンでもあり、いろんな行事の予定も目白

押しです。インフルエンザ警報も持続中であり、体調管理が気になる季節です。健やかに

毎日を過ごすためには、どのようなことに気をつけていればよいでしょうか。  

 

私たちの体には免疫というシステムが備わっており、病気やその他の原因から体を守り

健康を維持する働きがあります。この免疫システムをうまく働かせることが大切です。そ

のためには、毎日のちょっとした習慣が大切となります。  

まず、旬の素材を使ったバランスのとれた食事をとりましょう。米やパンなどの主食、

肉や魚の主菜、たっぷりの野菜の副菜が揃った食卓を心掛けましょう。主食や主菜をしっ

かり食べることは、体を温めて抵抗力を高めてくれます。大豆製品や発酵食品もお勧めで

す。発酵食品は、腸内細菌に働きかけて健康に良い影響を与えてくれることが知られてき

ました。日本人は昔から漬けものやみそ・醤油等の発酵食品をうまく生活に取り入れてき

ました。その知恵を借りましょう。そして、食卓では笑顔という調味料を添えましょう。

笑顔でいただく食事は一番のごちそうです。  

次に規則正しい生活をすることも大事です。寒い朝は暖かい布団から抜け出すのがつら

いのですが、がんばって早起きしてしっかり朝食をとりましょう。朝食には、脳を目覚め

させ、体温を上げ、体内時計をリセットさせるなどの働きがあります。そして夜も早めの

就寝を心がけることで、早寝・早起き・朝ごはんの習慣が身につきます。良い習慣は、一

生の宝です。  

 体を冷やしすぎないことも大切です。体温が下がると、免疫力が落ち風邪などをひきや

すくなるといわれます。暖房のきいた室内で食べるアイスクリームは大変美味しいですが、

ほどほどにしておきましょう。  

この地上には目に見えませんが、カビや細菌やウィルスといった小さな生き物が存在し、

さまざまな働きをしています。あるものはおいしい甘酒やヨーグルトを作ってくれますし、

あるものは病気の治療薬を作るなど大活躍です。私たちは、こうした環境中のさまざまな

微生物に取り囲まれて生活しています。毎日の食べ物や飲み物と

一緒に体内に入ってくる細菌やウィルス（大部分は無害です）は、

ヒトの免疫系を常に刺激して感染防御力を高めてくれています。

しかし、体内に取り込む細菌類の数は少ない方がよいので、手洗

い・うがいは欠かせません。  

  

毎日のほんのちょっとした心遣いで、健やかな生活を送りまし

ょう。   

食育便り 
子育て便り 


