
～特別企画～ 
１０月２８日（水） 育児・母乳相談とお薬や 

健康のお話 
本田先生やキクユウ薬局さんに来ていただき、妊娠中・

出産後、子どもが大きくなる

につれ、たくさん疑問や悩

みが出てきますよね。先生

からの回答に「なるほど

～！」の声が多く最後には 

個人的な質問にも答えていただき、お母さん達にとっ 

て有意義な時間になったと思います。 

 

１０月３０日（金）～お誕生会＆ﾊﾛｳｨﾝﾊﾟｰﾃｨ～ 
いつものお誕生会とは 

一味違って“ハロウィン 

パーティ”を行いました。 

「仮装かオレンジのもの 

を身に着けて♪」という 

事で、可愛い魔法使いやかぼちゃのお化けの帽

子のお友だちもいました☆もちろんお誕生会な

のでお祝いもしましたよ♪ 

 

～出張アリエッティ～ 
１１月６日（金）みやぎ生協蛇田店 ２階 和室 

お母さんやおばあちゃんと一 

緒に遊びに来てくれました♪ 

特に、プログラムはないので、 

子どもたちは自由に遊んで、

大人は様子を見ながらおしゃべりタイム☆ 

遊んだ後に、１階で 

お買い物をして 

帰宅～♪という方も 

いるみたいですよ♪ 
いちごｶﾌｪ～芋煮会～ 

11 月 10日（火） 

スタッフが朝から、トントンいい音を響かせながら大きな

鍋でグツグツ☆ 

スタッフの子どもたちも、エプロンと三角巾をして、お手

伝いをしてくれました♪ 

外でおしゃべりしていた住民さんといっしょ♪いちごカ

フェで顔なじみの方、 

近くの団地の方、自治会長さんなど住民さんが集まっ

てくれました☆ 

テーブルには、豚汁・おにぎりの他にも、漬物やお菓子、

ミカンも。 

 

 

  

☆賛助会員・正会員・寄付も募集中☆ 
 
 
 
 
 
 
 

 

クロレラ工業株式会社さんに賛助会員になっていただきました。ありがとうございます。 

アリエッティの会 
 

アリエッティの 

ひろばプロジェクト 
●連絡先● 

電話： 

070-5059-7129 
（ひろば開催日の 

10：00～15：00） 

E-mail: 

arriettyhiroba@ 

gmail.com 

賛助会員(個人)：年会費１口 3,000 円 

賛助会員(企業・団体)：年会費 1口 10,000円 

正会員(個人)：年会費１口 10,000 円 

ゆうちょ銀行同士の送金は手数料なしでおすすめです。 

●記号 18170 ●番号 26155181 

●口座名義：アリエッティのひろばプロジェクト 
 

他金融機関から振込の場合 

●銀行名：ゆうちょ銀行 ●店名：八十八 ●店番：818 

●口座番号：2615518  

●口座名義：アリエッティのひろばプロジェクト 

 

アリエッティひろばの運営を支える会員です。 

☆ ひ ろ ば の 様 子 ☆ 

～リフレッシュ講座～ 
11月 11日(水) 「リトミック」 

講師：近藤 まゆみ さん 
今回は少人数でしたが、 

みんな寒さにも負けず、 

元気にレッツ・ダンシング♪ 

歌を歌いながら先生が、 

絵本も読んでくれました♪ 
 

～ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ体験～ 
11 月 14 日(土) 

主催：NPO法人 ICT 支援 NPO ﾈｯﾄﾜｰｸ宮城 

共催：NPO法人ﾊﾟｿｺﾝﾏﾏﾈｯﾄ  ｱﾘｴｯﾃｨの会 

小学生対象で、マウス操作だけでﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞができ

るソフト「ビスケット」を使い、粘土やお絵かきをする

ような感覚で、“ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”を体験してもらいまし

た。マウスでまっすぐ描こうとすると、ヨレヨレにな

ってしますのですが、そこは大人より子どもたちの 

方が早く慣れて使いこ 

なしていました。 

描いた絵を上下、前後、 

ぐるぐる回したり、変化 

をつけて楽しみました♪ 

大人もハマる面白さ！ 

ぜひ機会があったら「ビ 

スケット」お試しください 

♪ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈発行元〉アリエッティのひろばプロジェクト  ２０15年 11月 30日発行  ＶＯＬ．34 

」 

 

「アリエッティのひろば」はみんなの居場所を目指しております。 

安心して子供たちが遊び、子育てのことを話したり、お家以外でもほっとで

きる空間づくりを目指しています。 

利用対象は、主に乳幼児親子と小学生としていますが、他にも世代間交流

という形で皆さんに利用していただきたいと思います。 

現在はこども☆はぐくみファンドの助成を受けて活動しております。 
 

～持参すると昼食もとれます～ 

どうぞ遊びに来てください。お待ちしております。 

 

 

アリエッティのひろばは 

全国子育てひろばの会員です。 

アリエッティ

の会の HP が

出来ました！

検索・QRコー

ドで、閲覧して

ね♪ 

～ひろばから大切なお知らせ～ 
 

住民利用の促進の為、11 月から開催日が大幅に変更

になりました。今まで平日常時、集会所をお貸しい頂

き、そしてイベント時のお手伝いなど大変ご協力してい

ただきました。 住民の皆さんに感謝いたします。 

今後は、場所を変えてのひろばの開催やみやぎ生

協子育てひろば等のひろばスタッフのお手伝い、その

他にも復興住宅などの住民交流等のお手伝いを中心

に活動をしていく事になりました。利用者の皆様にはご

理解の程よろしくおねがいします。 

 開催日・場所等の利用していただく際には、通信・ブ

ログ・facebook 等での確認をお願いします。 

もうすぐクリスマスに、お正月♪ 

今回は“特別号”なので、石巻の代表的な 

お雑煮（ひき菜と鶏肉）をご紹介♪ 

材料 
大根 ニンジン ゴボウ 凍み豆腐 

しいたけ かまぼこ なると 三つ葉 

（糸こんにゃくや芋がら、しめじやまいたけ、三つ葉の代わり

にセリなどなどお好みに応じてアレンジしてみてね☆） 

①大根、ニンジン、ゴボウ、凍み豆腐を千切り（凍み豆

腐は短冊切りより細めで OK♪） 

②かまぼこ、なると、三つ葉はお好みで、食べやすい

大きさ（厚さ）になるように切ってね♪ 

③鶏肉は、小口切り。しいたけは好みの厚さに切ってお

きます。（鶏肉は出汁も出るので個人的には多めに

準備します(笑)） 

④お水に、顆粒出汁、少しお酒を入れて、大根、ニンジ

ン、ゴボウ、鶏肉を入れ煮ます。 

⑤煮立ったら、凍み豆腐としいたけを入れ、アクを取り

ながら煮ます♪ 

⑥アクを取ったら、みりん、しょうゆで味を調えて。。。。

お餅を入れて出来上がり♪ 

 
風邪やインフルエンザに 

要注意ですが、 

暴飲暴食にも気を付けて！！ 

利用状況  １０月 28 日から 11 月 24 日まで開催 10 日間  

利用者：乳幼児 72 人、大人 63 人の合計 135 人です。 

※12 時から 13 時まではスタッフの休憩時間ですが、お昼時間も開放しています。 

※荒天の際は開催を見合わせることがあります。 
日々の様子をブログにつづっています。どうぞご覧になってみてください。QR コード、パソコンでは

「最近のアリエッティ♪」で検索してみてね♪ Facebook ものぞいてみてね♪ 

 

http://kosodatehiroba.com/img/Hiroba_logo_yoko_blue.png/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

月 火 水 木 金 土 日 

 1 

いちごｶﾌｪ 

（開成 1団地集会所） 

2 

生協 蛇田店 

3 

東松島生協 

(ﾊｰﾓﾆｰ) 

4 

仮設開成 

第 8 団地 

5 6 

7 

おはなしの森 

（開成 1団地集会所） 

8 

いちごｶﾌｪ 

（開成 1団地集会所） 

9 

ﾘﾌﾚｯｼｭ講座 

「リトミック」 

（みなと荘） 

10 

仮設開成 

第 8 団地 

11 

みなと荘 

12 13 

14 

お誕生会＆ 

Xmasﾊﾟｰﾃｨｰ 

（開成 1団地集会所） 

15 

いちごｶﾌｪ 

（開成 1団地集会所） 

16 

生協 蛇田店 

（じゃんけん 

ぽん） 

17 18 

みなと荘 

19 20 

21 

おはなしの森 

（開成 1団地集会所） 

 

22 

いちごｶﾌｪ IN 

忘年会 

（開成 1団地集会所） 

23 

天皇誕生日 

24 25 26 27 

28 29 30 31 

リフレッシュ講座  「リトミック」            
9 日（水） 10：30～11：30 

講師：近藤 まゆみ さん（こんどう音楽教室） 

参加費：300 円  事前予約：先着 15 組 

 

お誕生会＆クリスマスパーティー                            
14 日（月） 10：30～１１:０0 参加費：１００円   

１2 月のお誕生会は、みんなで「Xmas ﾊﾟｰﾃｨｰ」で盛り上がりまし

ょう！ドレスコードは「クリスマス♪」ですよ～☆ 

対象の 12 月生まれ以外のお友だちも予約なしで参加できます 

 

いちごｶﾌｪ IN 年忘れ忘年会                          
22 日（火） 10：30～１2:０0 参加費：無料   

子ども達に大人気、ドキドキ・わくわく 

ビンゴ大会をしますよ～！ 

プレゼントは、皆さん持ち寄りで 

お願いします☆ 

お家にある子ども用品（未使用）を、中身が分からないように袋

などに入れて来てね。 

おはなしの森                    
隔週月曜日 10：30～11：00 頃 参加費：無料 予約なし 

（12 月は 7 日、21 日に活動します。） 

場所：仮設開成第一団地集会所 
乳幼児のいるご家庭なら誰でも参加できます。 

入学前などや読み聞かせデビューにいかがですか？ 
 

いちごカフェ（地域限定多世代交流）       
毎週火曜日 10：30～11：30 頃 参加費：100 円 予約なし 

12 月は 1日、8 日、15 日、22 日に活動します。  

場所：仮設開成第一団地集会所 
老若男女すべての方が対象！子育て世代の参加も大歓迎です。 
 

 

ひろばの開催場所と時間 

仮設開成第 1・8 団地 10：00～15：00 集会所 

生協 蛇田店  10：00～12：00 ホール 

みなと荘  10：00～15：00 3 階 和室 

＊9 日（水）リトミックは、みなと荘 2 階 集会室です! 

１ 年 間 あ り が と う ご ざ い ま し た ！ 

３日は東松島生協（ハーモニー）で、１６日は蛇

田生協(じゃんけんぽん)でスタッフがお手伝い

をしています。興味のある方、“アリエッティひ

ろば”ってどんな感じ？と思っている方も遊び

に来てみてください♪お待ちしてます！！ 

 

スタッフからの伝言 
9 日（水）午後からはフリーになってますが、スタッフ会議も

合わせてを行います。 

22 日（火）午後から、大掃除を行います。 

24 日（水）から 1 月 6 日（水）まで年末年始休業、7 日（木）

スタッフ会議、8 日（金）からひろばスタートとなります。 

何かとご不便をお掛けしますが、よろしくお願いします。 

午後からは

フリーです 

大雪や荒天の際はお休みをする場合は、ブログや 

facebook 等でお知らせしますので確認してください。 



リフレッシュ講座  「リトミック」            
13 日（水） 10：30～11：30 

講師：近藤 まゆみ さん（こんどう音楽教室） 

参加費：300 円  事前予約：先着 15 組 

 

お誕生会                            
25 日（月） 10：30～１１:０0 参加費：１００円   

１月生まれのお友だち、あつまれ～～！ 

ほかの月誕生日のお友だちも待ってま～す！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

月 火 水 木 金 土 日 

    1 2 3 

4 5 6 7 

スタッフ会議 

 

8 

生協 蛇田店 

9 10 

成人の日 

11 

振替休日 

12 

いちごｶﾌｪ 

（開成 1団地集会所） 

13 

ﾘﾌﾚｯｼｭ講座 

「リトミック」 

（    ） 

14 

東松島生協 

（ぽぽたん） 

15 

未定 
ブログ等でお

知らせします 

16 17 

18 

おはなしの森 

（開成 1団地集会所） 

 

19 

いちごｶﾌｪ 

（開成 1団地集会所） 

20 

生協 蛇田店 

（じゃんけん 

ぽん） 

21 22 23 24 

25 

お誕生会 

（開成 1団地集会所） 

 

26 

いちごｶﾌｪ 

（開成 1団地集会所） 

27 28 

スタッフ会議 

 

29 

まぁぶる 

たいむ 

30 31 

おはなしの森                    
隔週月曜日 10：30～11：00 頃 参加費：無料 予約なし 

（18 日に活動します。） 

場所：仮設開成第一団地集会所 
乳幼児のいるご家庭なら誰でも参加できます。 

入学前などや読み聞かせデビューにいかがですか？ 
 

いちごカフェ（地域限定多世代交流）       
毎週火曜日 10：30～11：30 頃 参加費：100 円 予約なし 

12 日、19日、26 日に活動します。  

場所：仮設開成第一団地集会所 
老若男女すべての方が対象！子育て世代の参加も大歓迎です。 

 

 

新年あけまして、おめでとう

ございます。 

今年もよろしくお願いします。   

スタッフ一同 

１４日（木）東松島生協（ぽぽたん）20日（水）は蛇田生 

協(じゃんけんぽん)でスタッフがお手伝いをしていま 

す。興味のある方、“アリエッティひろば”ってどんな感 

じ？と思っている方も遊びに来てみてください♪ 

ひろばの開催場所と時間 

仮設開成第 1 団地 10：00～15：00 集会所 

生協 蛇田店  10：00～12：00 2 階 和室 

みなと荘  10：00～15：00 3 階 和室 

アリエッティも共催しています♪ 
29日（金）まぁぶるたいむ 時間 10：00～12：00 

詳しくはコミュニティカフェ・うめばたけまで 

大雪や荒天の際はお休みをする場合は、ブログ

や facebook 等でお知らせしますので確認してく

ださい。 

午後からは

フリーです 


