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大切にしたい
日本のお正月
五穀豊穣・無病息災を
祈 っ て 、 も ぐら 打 ち ・
どんどやを行いました。

今求められる地域の温かさとは
今年度、山東保育園保護者会会長を務めております
豊田です。現在、夫と長男（小三）、二男（年長）の
４人で生活していますが、私は、結婚するまでの 25
年間、この山東地区に生まれ育ちました。結婚後は、
５年間熊本市内に住んでいましたが、地元である山東
に移り住み、子育てが出来る事を嬉しく思います。
そして実家が近いので、子ども達も毎日のように行き
来しています。
ところで私は、山東保育園が支援している地域交流
サロン「ばあちゃんち」での活動に時々参加してい
ます。そしてフリーマーケットの販売やイベントのお
手伝い等をする中で、地域のいろんな方との交流が
いかに大切かを痛感しました。保育園でも園児達が野
菜を育てたり、季節の果物を使っての調理・加工等を
行っていますが、どれも地域の方々の温かい協力があ
っての事です。夫婦共働きの家族や核家族が増え、昔
ではごく当たり前だったいろんな体験も子ども達は
接する機会がなかなかありません。しかし、この山東
地区の子ども達は大変恵まれています。また、今の
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厳しい少子化の現代社会の中で、新しい世代の
お母さん方にとっても、
「ばあちゃんち」の存在は
大変ありがたいものだと思います。
「子育て応援団
大賞」という名誉ある賞を受賞できたのも、まさ
に地域の方々の連携プレーのたまものでしょう。
お役に立てたかは分かりませんが、少しでも携
わる事ができ、またそれらが実りあるものとなっ
た事を大変嬉しく思います。これからも、ますま
すの発展を心より願います。
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子ども達とメディアの関係を考える
活動を続けているチャレンジファミリ
山東保育園で長年、子ども達を

ープロジェクトが、昨年 11 月のノー
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保育園・幼稚園に配布しました。これ

に来る子ども達も大好きだったジャ

からもチャレンジウィークや毎月 15日

ングルジムです。何百人もの子ども

の「肥後っ子の日」にはテレビにかけ

達に、初めて高い所に登った達成感

て 、家族 の会話 を増 やして いきま

と、いい眺めと、

しょう。山東小学校、山東保育園の皆

楽しい思い出を

さんも、是非これからもご利用下さい。

地域交流サロン「ばあちゃんち」
では毎週水曜日の午前中に、たき
火を囲んでワイワイおしゃべりを
楽しんでいます。さつま芋や山芋
を焼いて食べることもあり､お腹
も心もポカポカになります。ただ
今、「たき火隊☆隊員」を募集中
です。お父さん・おじいちゃん方、
男性の方も大歓迎です。寒い冬も
たき火で温まりましょう。

ありがとう！

１月９日

自立支援の為の料理講習会（年３回予定）が

小町もく遊館で行われました。こまちの森利用者や支援委
員合わせて 12 名がホワイトシチューや中華風春雨、きな
粉団子などを作り、料理の腕をふるいました。

Ｈ19 年に山東地域の農家の方のご指導のおかげで試
行した小町里山そば粉が、20 年度も生産できました。地
域の空き田畑や荒地対策に繋がっていけばいいと願って
います。
今回の収穫の後に、カフェ型保健室でそばの会副会長
の畠山先生に、手打ちそばの体験をご指導していただき、
昨年以上に美味しいそばを味わうことができました。
尚、毎月第 4 日曜日 10：30 から

11 月 19 日、昭和 42 年に結成した植木ライ
オンズクラブ（森

英典会長・会員 33 名）の

1000 回目の例会を記念して、小野泉水公園に

12：30 まで、そば教室をいたします。

「ほたるの里」の看板が設置されました。同ク

詳細は、カフェ型保健室まで。

ラブは「ほたるの飛び交う清流が流れる公園」

皆さんの参加をお待ちしております。

を目指し、平成 16 年から活動を続けています。

℡ 273－4737
写真・記事 工藤容子さん

また、「うえき山頭火の会」の活動も２年目に
なり、頑張っています！ 小野：中尾末義さん

平成２０年１２月１９日、山東保育園キッズランドにて、山東小の４年生と、
山東保育園ドン組（年長児）による、味噌作りが行われました。大豆は教育ファーム事業の一環として食育
協力者の本田充稲さん（小野）、宮田誠也さん（永野）にご指導頂きながら、子ども達が７月に植えた大豆
の種が実ったもの。臼や金タ ライに煮た大豆を入れ 、杵でつぶした後、麹（こう
じ）とあめ（大豆のゆで汁） を混ぜました。「タライより、臼の方が、つぶしやすい
ね～」「いいにおいがする」と、子ども達も味噌作りに興味しんしん。出来上がっ
た味噌は、小学校で寝かせた後、１月２ ５日の報徳祭で販売されます。みんな
の気持ちがたっぷり込められた味噌はき っと世界で一番美味しい味噌になるこ
とでしょうね。

春の七草のひとつに、ホトケノザがありますが、
ホトケノザときくと、紫色の小さな花が咲く草が
頭に浮かびます。実は春の七草のホトケノザは、
コオニタビラコ（小鬼田平子）のことなのです。

教育ファーム事業の一環で農家の方のご
協力の下、栽培してきた「きび」と「そば」
を 11 月に収穫しました。安心・安全の国産
の「きび」と「そば」をただ今販売中です。
購入希望の方は、山東保育園まで
（℡ 272-0699）

七 草がゆ にはコ オニ タビラ コの葉 を入れ るん
ですよ！
ホトケノザ
ホトケノザ

（コオニタビラコ）

情報提供：高木博敏さん（古閑）

※教育ファームとは、農林水産省が提唱している、子ども
たちや消費者に農業体験の機会を提供する事業です。本年
度、植木町で「山東子育て応援団」
「清水ファーム」
「百草
園」の三者が役場をはじめ関係機関の支援も受けながら
植木町教育ファーム「サンさんネット」を立ち上げました。

12 月 10 日、熊本都市圏北部地区地域間交流事業の
一環として「みそ作り体験」が地域交流サロン「ばあ
ちゃんち」で行われました。熊本市・合志市・玉東町・
植木町の親子 35 組が参加し、味噌づくりの作業を通し
て交流を深めました。3 月にはみそ開きも予定してお
り、みんなで作った味噌を使って、美味しい味噌汁を
作る予定です。味噌の販売も予定しています。

Events

イベCalendar
ントカレンダー
昨年 11 月に山東子育て応援団が「よみうり子育て応援
団大賞」を受賞しましたことを記念して、感謝のつどいを
2 日間にわたって開催いたします。皆さまのご来場を心よ
りお待ちしています。

◇2 月 5 日（木）
ふ る さ と

くまもと農山漁村フォーラム（県立劇場）
※山東子育て応援団のメンバーが発表します
◇2 月 26 日（木）山東保育園おたのしみ会
◇3 月 16 日（月）五霊中卒業式

◇１日目：2月 28 日（土）
・午後 2 時…メディア・ケータイ電話に関する講演会

◇3 月 21 日（土）山東保育園卒園式

（生涯学習センター多目的ホール）

◇3 月 24 日（火）山東小学校卒業式

・午後 7時 30 分…食と農の講演会
（生涯学習センター多目的ホール

◇4 月 9 日（木）町内小・中学校入学式

）

◇2 日目：3月 1 日（日）
・午前 10 時 30 分…遊び環境 Museum「ポケットポケット」に
よる 「親子で遊ぼう」
（生涯学習センター多目的ホール・親子 30 組）

・午後 1時 30 分…アグネスチャンの子育て講演会
（生涯学習センター文化ホール）

※詳細につきましては、後日、ポスター・チラシ等でお知ら
せいたします。
お問い合わせは山東保育園（℡ 272-0699 まで）

地域交流サロン「ばあちゃんち」
開催日
月曜～日曜（祝日を除く）
開催時間 ９：３０～１５：００
毎月第２水曜日は、いきいきサロンを開催。
場所 かがやき館北側 太田隈フジエさん方
いつでもだれでも、遊びに来てね！
山東保育園（２７２－０６７３）まで

子育て支援センター（山東保育園内）
「にこにこ広場」

12 月のクリスマス会では
パパさんサンタも登場！！

開催日時 毎週月～金曜日（祝日を除く）
９：３０～１５：００
場所
山東保育園レインボウホール

広い園庭でも
たくさん
遊べるよ！！

♪親子で気軽に遊びに来てくださいね！
マタニティさんもお待ちしています。

育児相談・発達相談・申込・問い合わせは
℡

２７２－０６９９

しのば
（
編集後 記）

昔から﹁笑う門には福来る﹂と
いわれてきましたが︑実際に笑い
は︑私達の身体にとても良い影響
を及ぼすことが︑最近の研究で医
学的にも証明され始めたそうで
す︒
﹁ばあちゃんち﹂に集まる人
たちから生まれる会話には︑日頃
気になっていることや知りたい
と思っていたことを教えてもら
えるだけでなく︑日常生活のスト
レスを発散させる良い機会にも
なっているようです︒だからでし
ょうか︑そうした人の集いには必
ずといっていいほど笑い声が響
いているのです︒人が集まると笑
顔が生まれる︒これはとっても重
要なことなのかもしれません︒
これからも昔の井戸端会議の
ように様々な情報交換や相談が
自然にできる雰囲気で︑毎日の暮
らしがもっと元気になるような
﹁ばあちゃんち﹂でありたいと願
っています︒

情報募集中
「あてぶれ」では、山東校区のいろ
いろな情報、イベント情報、地域の
お祭り、いろいろな趣味や特技をお
持ちの方などの情報やご意見を募集
しております。
身近な情報をどしどしおよせくださ
い。取材にも伺います！！これから
も、山東校区の情報を満載していき
たいと思います。皆様
よろしくお願いします！！

