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端午の節句

街角に菖蒲を⾒かける季節になりました。昔から

端午の節句に菖蒲湯に⼊ることは、厄除けや⼦どもの成⻑を願う気持ちが込められています。

端午の節句に

菖蒲を身に付けたり、菖蒲を丸く固めたものを飾ったり

の間で

⻑を願いました。

時代が変わった現在も、⽇本の風習を⼤切にしつつ楽しみたいですね。
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おやこ大学開催のお知らせ

講師：保育士、保健師、栄養士、埼玉県⼦

会終了後、会場にてランチをとることもできます。
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林 恵津⼦先⽣（埼⽟県⽴大学教授、臨床発達⼼理⼠）

川原 祐介弁護⼠
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合わせ・投稿はこちらまで

どもリーガルサービスセンタ
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どもリーガルサービスセンタ
TEL.048-946-1781  FAX.048
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恵津⼦先⽣（埼⽟県⽴大学教授、臨床発達⼼理⼠）

獨協地域と⼦ども法律事務所
すでに定員一杯でキャンセル待ちとなる場合があります。お問い合わせください

はこちらまで 

どもリーガルサービスセンター 
1781  FAX.048

Mail: kodomolc@dokkyo.ac.jp 

 ０４８－９４６－

「まだ遊びたいよ」

「やだ！」

かも？」 

を引き出すには、どんな声がけがいいかしら？」

お皿洗っちゃうね」

お⺟さん、

 

伝えていますか？ 

  

声をかけること。 

片付けようとした⼦どもを褒めてあげること

⼦どもが小さい頃は毎⽇が慌ただしく過ぎてしまいますが、一⽇を終えて振り返ってみるとそれなりに頑張

頑張っている親自身にも

獨協大学地域と子どもリーガルサービスセンターからのお知らせ

埼⽟医療センター⼦どものこころ診療センター）

⽂教大学、臨床⼼理⼠

恵津⼦先⽣（埼⽟県⽴大学教授、臨床発達⼼理⼠）

獨協地域と⼦ども法律事務所
すでに定員一杯でキャンセル待ちとなる場合があります。お問い合わせください。 

1781  FAX.048-946-1782

－１７７１ 

「まだ遊びたいよ」

「やだ！」

がけがいいかしら？」

お皿洗っちゃうね」 

うれしい
お⺟さん、ちゃんと⾒てくれて

競争!?

 

片付けようとした⼦どもを褒めてあげることが、

⼦どもが小さい頃は毎⽇が慌ただしく過ぎてしまいますが、一⽇を終えて振り返ってみるとそれなりに頑張

頑張っている親自身にも自分へほめ

獨協大学地域と子どもリーガルサービスセンターからのお知らせ 

埼⽟医療センター⼦どものこころ診療センター） 

⽂教大学、臨床⼼理⼠） 

恵津⼦先⽣（埼⽟県⽴大学教授、臨床発達⼼理⼠） 

獨協地域と⼦ども法律事務所） 

1782 

「まだ遊びたいよ」 

「やだ！」 

がけがいいかしら？」 

うれしい 
ちゃんと⾒てくれている 

!? 

 

 
 

が、

⼦どもが小さい頃は毎⽇が慌ただしく過ぎてしまいますが、一⽇を終えて振り返ってみるとそれなりに頑張

ほめ

 

 


