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もうすぐ入園・ 入学シーズンがや つてきますね !入 園・ 入学に役立 つ情報をご紹介 します(^)/
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入園前の大仕事の1つ 、名前付け。園によって異なりますが、着替え類にはもちろん、おむつ
1枚 1枚 に名前を付ける必要があつたり、直接記名したくない物があ つたりと、本当に大変な作
業ですよねは̲● そんな記名方法を 2種 類 ご紹介 します。
お名前 スタ ンプ レ オ ーダ ー式 と自分 で好 きな名前 をセ ッ トで きるタ イプが あ ります。 購入 の コ

ス トはかかりますが、スタンプを押すだけなので、短時間で名前付けが済みま
す。オムツなどの大量に名前付けが必要な時に便利です ♪

ネームテープ

レ洗濯表示の部分や首元のタグ、靴の履き□にあるつまみなどにネームテープ
を輪にして取り付けます。テープの輪を切ることで取り外しができるので、直
接記名 した <な い 服や お下が りに した い 服な どにおす すめで す。
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小学校は、多くの子どもにとって本格的な規則やル ールを学ぶ初めての場所です。
学校生活 に向け、物の用意だけではなく、あいさつや返事をする、時計で時間の確認をする、
学校までの道順を覚えるな どお子さんの心の準備も必要 となります。
また、現在でも和式の トイレを採用 している小学校もありますので、和式 トイ レも気持ちよく
使えるように練習 してお <と 安心ですね。
気持ちよ <ト イレに行く為の第一歩と して『 が つこうで トイレにいけるか
な ?』 (村 上八千世/文 せべまさゆき/絵 )と いう絵本をご紹介 します。
この絵本では、授業中に トイレに行きたくな つたらどうするの ?な ど、子
どもたちの学校での トイレに対するとまどいや疑間に答えて <れ ます。
絵本 には原寸大の和式 トイレのポスタ ーも付いています (*^→
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3月 30日 (土 )・ 31日 (日 )に 町内の子育てサ ークル『 はぁと● マム』さんが学用品の無料 お

譲 り会"を 開催するそうです。詳 しくは『 はぁと ,マ ム』さんの Facebookを ご覧ください ♪
孫育てを頑張るお じいち ゃん、 おばあち ゃんヘ
孫育てに役立つ情報をご紹介 します ♪

幼稚園・ 保育園の入園式、卒園式や小学校の入学式、卒業式でお父さんお母さん と一
緒 に祖父母が参列 したい気持ちもわ か りますが、園や学校側の座席の数や教室の広さも
あるので、事前の確認が必要です
また、高学年になると大勢で来るのが]じ ずか しく感 じる事もあるので、
お孫さんの気持ちを優先 してあげま しょう。参加できなくても写真を撮
る、別の場所で お祝 いの席を設けるな どしてお祝いを しま しょう。
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金ケ崎町では年 1回 、未就学児・ 小学生 。中学生を対象 に「早寝・ 早起き 朝 ごはん 運動『 チャレンジ
カ ー ド』
」に各家庭で取り組んでいただいています。今年度 は 1,642人 からの回答を得て、回収率は 921%
で した。 (内 訳 :幼 児 461人 、小学生 (低 学年)367人 t(高 学年 )385人 、中学生 429人 )
今号では、金ケ崎町『 早寝 。早起き 。朝 ごはん 。運動』の取 り組み第 2弾 と して「 早寝」 と「 運動」 の
「 早起き」 と「 朝ごはん」 の結果については前号で特集 しています。
取 り組み結果 について掲載 します。
詳 しくは、町ホ ーム ペー ジ >子 育て支援 >子 育て支援通信「 にこにこ子育て」第 11号 をご覧 <だ さい ♪
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就寝平均時亥Jは 、幼児 20時 50分 、小学生 (低 学年 )21時 4分 、 (高 学年 )21時
16分 、中学生 22時 29分 という結果で した。学年が上がるにつれ、習い事や部活
Ell、

勉強 と早寝が難 し<な つて <る ようです。 しか し、睡眠は心身の疲労回復のほかに体や

脳を成長させるなど子どもの成長には重要ですので、しつかり睡眠をとりましょう。
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丈夫な体を作るためにも運動は欠 かせません (〜》/家 族でラジオ体操に取 り組 んだご家庭や、雨の 日の運
動 と して、家の中で風船ノヽレ‐、けんけん、だるまさんが転んだ、か <れ んぽを しま した、とい うご家庭 が
いま した。体を動 か すだけではなく、家族の コミュニケ ー シ ョンにもな つたようです。
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圏毎日

口週 1ん 2日 運動 しない

日週 3日 以上運動 しない

情饉を
町では、乳児腱診や予賄撻優等の子育
r●こや哺:こ こも情報メー′
τl13す 。
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子育て支援通信 「にこにこ子育て」
発行者・ 問合せ先 :金 ケ崎町子 育て支援課
住所 :〒 029‐ 4503 金ケ崎町西根鑓水 98
Tel:44‐ 461l fax:44‐ 4337
司レ:kosodateCtown kanegas」d.市atejp
メ

『 すこやかこども悧 登録の流れ
①QRコ ー ドを携帯電話でスキャン して下さい。
②受信登録画面が表示されます ので、「受信登
録する」をクリックします。
③ メール作成画面が表示 されますので、そのま
まメール を送信 します。
④③のメール送信後、いわてモバイルメールか
らメールが届きます。 メール文面の下部にあ
る URLを クリックします。
⑥登録完 了

