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          待ち望むクリスマス 
                ～この子らを世の光に～ 

 

今年の冬至（とうじ）は 12 月 22 日です。北半球ではこの日が一年のうちで最も

昼（日の出から日没まで）の時間が短い。逆にいいますと 22 日以降はだんだん昼の

時間が長くなっていくということです。 

  

キリスト教の世界では教会歴というものがありますが、12 月 1 日から 24 日まで

を、イエスさまが誕生日を待ち望む期間として「アドベント」と呼んでいます。この

時期に、クリスマスツリーを飾ったり、アドベントカレンダーにしかけられた窓を毎

日楽しみに開いたり、毎週の礼拝ではローソクを 1本ずつ火をともしクリスマスが来

るのを待ちます。 

 

12 月 21 日に尼崎教会で行われるクリスマス会

では、音楽と劇がいっしょになった毎年恒例の 

「オラトリオ」のお披露目があります。 

みなさん楽しみにしておいてください。 

 

滋賀県では有名な「近江学園」（障がいあるこどもの施設）の設立者、糸賀一雄さんは、障がいのある子

どもののとらえ方を次のように表現されます。 

一般的には「この子らは障がいがあって不自由だから、この子らへあなたの愛の手をください」となりま

すが、幼子イエスが、殺伐としたこの世を照らす希望であったように、「この子らを、あなたの生きるとも

しびとして、道を照らしていただきましょう」と言われるのです。「へ」から「を」への発想の転換がそこ

にあります。 

 

子育てに携わるわたしたちに、この言葉は呼びかけています。 

「あなたは、子育てを通して、子ども達を教え導こうと考えていますが、あなたの、目の前の子どもを『と

もしび』としていきましょう」と。 

保育・教育で陥りがちな、「教え導くひと」には、「ともに生きる」という考えが必要で、それがゆらいで

はいけないことを訴えかけられているのだと思います。 

 

「ともに生きる」という言葉には、「今」を生きているわたしたちの、つらさ、悲しみを棚上げにせず、

共有し、お互いが弱い人間であることを自覚し、助け合って生きることです。そして、この言葉には人間の 

「ぬくもり」があります。そして、ともに生きるものとして「敬う」気持ちがあります。 

  

幼子イエス・キリストの誕生のできごとは、苦しみと絶望の中であっても神さまがいつも希望を指し示し

てくださった物語なのだと思います。クリスマスは、私たちのかけがえのない子どもたちが、この世の希望

となるよう祈る時としてお祝いしたいと思います。 

 

 

 

2019年 12月 1日 

園長 中田一夫 



    

 １２月の行事予定 

         

＊毎週金曜日 10:00～ 3・4・5 歳児合同礼拝（橋本牧師による聖書のお話 今月はアドベント礼拝） 

アドベント礼拝＝クリスマスを迎える 4週間前から 4本のロウソクを準備して、毎週 1本ずつに火を灯して、 

4 本のロウソクに火が灯るクリスマスの日を楽しみに待ちながら礼拝を守ります。 

  

 

 

１２日（木） クリスマス会予行練習 10:00～（尼崎教会）  

参加クラス（3・4・5 歳児） ※9:30 までに登園してください! 

１３日（金） 誕生祝福・誕生会 

２１日（土） みどり野クリスマス会  

9:30～11:30（尼崎教会） ※園庭開放の親子にも開放します。 

＊親子同伴でお越しください。午後の保育は有りません 

 ＊乳児親子は自由参加とします。 

２６日（木） 避難訓練（火災） 

２７日（金） 主食代・副食代等 口座振替日                        

２８日（土） お弁当日・保育納め 

○冬休み･･･２９日（日）～１月３日（金） 

 

 

 

                              

 

 

 

   

 

  

 

今月の園庭開放 

毎週水曜日  

９：３０～１１：００ 

 ☆２１日（土）クリスマス会に参加 

  （尼崎教会 ９：３０～１１：３０） 

  ※参加希望者はお申込み頂きます。 

 

 地域の 0～5 歳児のお子さんを親子で 

受け入れています。 

お友達をぜひお誘いください。 

 

 

 

 

 

 

 

コスモ運動あそび（3・4・5 歳児） 

３日・１７日(木)１０：００～１２：００ 

運動しやすい服装・運動靴で、登園してください 

☆クリスマスクッキー作り☆ 

２３日(月)～２４日(火) 

幼児クラスは生地作りと型抜きをします。 

２歳児は型抜きだけ参加します。 

※エプロンの用意は特に必要ありません。 

子どもたちからお家の方へのクリスマス 

プレゼントとして、2５日(水)に持ち帰る 

予定です。どうぞお楽しみに！ 

1 月の予定 

４日(土) 保育始め・お弁当日 

１１日(土) おもちつき 

  ※一緒に楽しみましょうね！ 

 

12月生まれのおともだち 

        おめでとう！ 

とごうあいりさん    ６さい 

てらだうむさん     ６さい 

とびたりあさん     ５さい 

とびたゆあさん     ５さい 

いわもとふうたろうさん ４さい 

はやたりょうさん    ３さい 

かじわらほうせいさん  ２さい 

くまざわたかひとさん  ２さい 

おおがみゆあらさん   ２さい 

やまもとしずくさん   ２さい 

 

冬季自由登園期間の予定をお知らせ下さい。 

１２月２６日（木）～１月７日（水） 

保育園の冬休みは 29 日(日)～1/3(金)の６日間

ですが、例年小学校の冬休みに合わせて上記の期間

を冬季自由登園期間とさせて頂いています。 

つきましては、給食数把握の為、この期間に 

お休みする予定のある方はお知らせください。 

 

 

今月の園庭開放 

毎週水曜日 ９：３０～１１：００ 

☆１５日（土）クリスマス会に参加 

（尼崎教会 ９：３０～１１：３０） 

 ※参加希望者はお申込み頂きます。 

地域の 0～5 歳児のお子さんを親子で受け入れています。

お友達をぜひお誘いください。 

クリスマス・オラトリオの練習で、幼児クラスは教会に出かける日が多くなります。 

金曜日の礼拝も教会でする日がありますので、9:30 までに登園してください。 

 

 



★はお楽しみメニュー

豚肉とごぼうのしぐれ煮 牛乳 ▲牛乳

白菜と水菜のおかか和え のり塩 じゃが芋・片栗粉

ごはん ポテトボール マヨドレ・塩

味噌汁 ▲粉チーズ

フルーツ（柿）

鶏肉のゆかり揚げ 牛乳 ▲牛乳

ハムとブロッコリーのソテー 豆腐蒸しパン 小麦粉・砂糖

切干大根の煮物 豆腐・ベーキング

ごはん パウダー

味噌汁

牛乳 ▲牛乳

肉味噌おにぎり 米（国産）

焼かぼちゃ 豚ミンチ・赤味噌

こんぶ豆 砂糖・酒・醤油

サケのタルタル焼 牛乳 ▲牛乳

蒸さつま芋 きな粉バター ▲食パン

小松菜とカリフラワーのお浸し サンド ▲無塩バター

麦入りごはん 砂糖・きな粉

味噌汁

鶏肉の照焼 牛乳 ▲牛乳

じゃがバター アメリカンドッグ 小麦粉・砂糖

キャベツと胡瓜の梅風味和え ▲牛乳・油

ごはん ●ウインナー

味噌汁 ベーキングパウダー

しらすチャーハン 牛乳 ▲牛乳

豚肉と里芋の煮物 ベジスナック ベジたべる

汁ビーフン

牛乳 ▲牛乳

ごまちんすこう 小麦粉・砂糖

スパゲティソテー 白ごま・油・塩

チーズとブロッコリーのサラダ

ごはん

味噌汁

白身魚の和風フリッター 牛乳 ▲牛乳

ウインナーと野菜のソテー 米粉のチヂミ 米粉・片栗粉・塩

ひじきとごぼうの煮物 油・調合ごま油

ごはん ●卵・豚肉・ニラ

味噌汁 人参・玉ねぎ・醤油

家 常 豆 腐 牛乳 ▲牛乳

（ジャーツァンドウフ） かぼちゃドーナツ 小麦粉・砂糖

拌 三 絲 油・▲牛乳

（バンサンスー） かぼちゃ

ごはん ベーキングパウダー

中華スープ グラニュー糖

フルーツ（バナナ）

アジの旨煮 牛乳 ▲牛乳

さつま芋のバター焼 フルーツあんみつ 寒天・砂糖

ほうれん草としめじの和え物 小豆（缶詰）

ごはん パイン（缶詰）

味噌汁 黄桃（缶詰）

ベーコンとひじきのピラフ 牛乳 ▲牛乳

チキンカツ スノーボール 小麦粉・砂糖

クッキー ▲無塩バター

粉糖

スープ

フルーツ（みかん）

牛乳 ▲牛乳

ビスコ ▲ビスコ

胡瓜ともやしのゆかり和え

ツナと大根のとろみ煮

・テンメンジャン 人参・おろし生姜・にんにく

・油・砂糖・白ごま水

・コーン・レモン果汁

12 木

14 土

13 金

10 火

5 木

6 金

2 月

3 火

4 水

7 土

チキンコンソメ

塩・かつおだし・醤油・みりん

チキンコンソメ

かつおだし・醤油・みりん・酒

おやつ
その他

かぼちゃ・小松菜

ブロッコリー・玉ねぎ

献立名魚類・肉類・豆類・乳類・卵類

ブロッコリー・人参

切干大根・人参・グリーンピース かつおだし・醤油・酒

うす揚げ・赤味噌・白味噌

豚肉・さつま揚げ

穀物酢・塩・醤油

塩

鶏肉

きゅうり・もやし・ゆかり

ワカメ・小松菜・玉ねぎ かつおだし・醤油・みりん・塩

砂糖・オリーブ油

砂糖・片栗粉 まぐろフレーク 大根 かつおだし・醤油・酒

みかん

うどん

チキンコンソメ

米（国産）・油 ●/▲ベーコン

カリフラワー・ブロッコリー

人参・玉ねぎ・芽ひじき・パセリ

▲天ぷら粉・パン粉・油 鶏肉

赤味噌・白味噌

チキンコンソメ・塩

きゅうり●卵・●かにかまぼこ

油・砂糖・片栗粉 豚肉・厚揚げ・赤味噌 玉ねぎ・しいたけ・ピーマン 醤油・酒・中華だし

春雨・調合ごま油

米（国産）

赤味噌・白味噌

かぼちゃ

サケ

豆腐・赤味噌・白味噌

じゃが芋

さつま芋

小麦粉・油・マヨドレ

油

油

巻麩

玉ねぎ・人参・もやし

ゆかり

砂糖

赤味噌・白味噌

●/▲ハム

塩

こんにゃく・油・砂糖

鶏肉

チキンコンソメ

塩・鶏がらスープ

・豚骨ラーメンスープ・キャベツ・青ねぎ

砂糖 豚肉

かつおだし小松菜・ワカメ

米（国産）

大豆 かつおだし・醤油・みりんきざみ昆布

塩玉ねぎ・パセリ

醤油・みりん・かつおだし小松菜・カリフラワー・人参

かつおだし茄子・えのきだけ

醤油・みりん・かつおだしキャベツ・きゅうり・人参・しそ練り梅

コーン

醤油・みりんおろし生姜

塩

かつおだし・醤油・みりん・酒

かつおだし

キャベツ・玉ねぎ・黄パプリカ

かつおだし

もやし・青ねぎ

ごぼう・人参・芽ひじき・グリーンピース

ほうれん草・人参・しめじ

米（国産）

さつま芋・▲バター

かつおだし茄子・青ねぎ

油・パン粉・油

砂糖

油

油・砂糖

麩

米（国産）

米（国産）・押麦

鶏肉

米（国産）

ビーフン

油・里芋・砂糖

スパゲティ・油

砂糖

マヨドレ

ホキ

▲チーズ

小麦粉・▲天ぷら粉・油

ウインナー

玉ねぎ・人参・ごぼう・おろし生姜

かつおだしチンゲン菜

米（国産）

ラーメン・油

小麦粉・油

牛ミンチ・豚ミンチ・豆腐 塩・赤ワイン玉ねぎ・玉ねぎ

11

鶏肉とわかめのうどん

花野菜サラダ

献立名
穀類・油脂類・砂糖類・いも類 野菜類・藻類・くだもの類

柿

材　　料

塩

緑◇　からだの調子を整えるもの黄◇　力や体温となるもの 赤◇　　血や肉になるもの

原材料

・人参・だし昆布

チャンポン

・ケチャップ・ウスターソース
煮込みハンバーグ

赤味噌・白味噌

じゃが芋・▲バター

米（国産）

白菜・茄子・玉ねぎ かつおだし

バナナ

キャベツ・水菜・赤パプリカ

鶏がらスープ

醤油・みりん・かつおだし

大根・チンゲン菜・ワカメ

豚肉

アジ ウスターソース・醤油・酒おろし生姜

もやし・青ねぎ 鶏がらスープ

赤味噌・白味噌

穀物酢・醤油

醤油・みりん・かつおだし

かつお節 白菜・水菜

麩・じゃが芋

米（国産）・油 しらす干し・ちくわ チンゲン菜・玉ねぎ 中華だし・塩・醤油

月9

日
曜
日

人参 かつおだし・酒・醤油

２０１９年 １２月度 みどり野保育園メニュー

＜注意事項＞

1）アレルギーについて

①卵を含む食品に●印を、乳を含む食品に▲印をつけています。

②そば・落花生の入った食材は使用しておりません。

2）0～2歳児は昼食に牛乳を飲みます。

3）材料の都合により、献立が一部変更になる場合もありますので、ご了承下さい。



６３０Kcal

２２.２g

２１.２g

２４８mg

カニ玉風 牛乳 ▲牛乳

チンゲン菜とえのきの中華和え もちもちチーズ 白玉粉・油

レバーの味付天ぷら ▲粉チーズ

ごはん ▲牛乳・塩

味噌汁

鶏肉とさつま芋のシチュー 牛乳 ▲牛乳

しらすと胡瓜のサラダ ツナ高野ナゲット 高野豆腐

ロールパン まぐろフレーク

フルーツ（りんご） 小麦粉・塩

油・ケチャップ

サバの塩焼 牛乳 ▲牛乳

昆布イリチー 野菜パンケーキ 小麦粉・砂糖

うす揚げと小松菜の煮浸し 油・野菜ジュース

麦入りごはん ベーキングパウダー

味噌汁

牛乳 ▲牛乳

しらすごま 米（国産）

ころころサラダ おにぎり しらす干し

じゃが芋のバター焼 黒ごま・醤油

フルーツ（オレンジ）

カレーライス 牛乳 ▲牛乳

パンナコッタ ▲牛乳・砂糖

ちくわと野菜のサラダ ▲ホイップクリーム

フルーツ（パイン） ゼラチン

いちごジャム

豚肉と野菜の 牛乳 ▲牛乳

オイスターソース丼 ビスケット アスパラガス

高野豆腐とかぼちゃの煮物 ビスケット

味噌汁

チキンソテーアップルソース 牛乳 ▲牛乳

がんもの煮物 野菜チップス さつま芋

おかかサラダ かぼちゃ

ごはん 片栗粉・油

スープ 塩

白身魚のチーズ揚げ 牛乳 ▲牛乳
ほうれん草とキャベツのごま和え にんじんじゃがもち じゃが芋・白玉粉

ごはん 人参・油・砂糖

味噌汁 塩・醤油

フルーツ（パイン）

ミートローフ 牛乳 ▲牛乳

クリスマスケーキ 小麦粉・砂糖

ポテトのバター和え ▲無塩バター

野菜サラダ ●卵・▲牛乳

ごはん ▲ホイップクリーム

コーンクリームスープ いちご

フルーツ（りんご）

牛乳 ▲牛乳

メロンパン風 ▲食パン
ブロッコリーとコーンのツナ和え トースト ▲無塩バター

麦入りごはん 砂糖・小麦粉

味噌汁 ●卵

フルーツ（みかん）

年越しうどん 牛乳 ▲牛乳

ひじきと厚揚げの煮物 五平餅 米（国産）

フルーツ（黄桃） 片栗粉・砂糖

赤味噌

牛乳 ▲牛乳

せんべい アンパンマンの

ソフトせんべいお　　弁　　当　　日

27 金

28 土

月

17 火

18 水

24 火

20 金

21

スパゲティミートソース

おろしリンゴ

白菜・えのきだけ・青ねぎ

土

チキンコンソメ

▲コーンクリームスープの素コーン

塩・醤油・酒

こんにゃく・砂糖 一口がんも かつおだし・醤油・酒

かつお節 大根・グリーンアスパラガス・人参 醤油・穀物酢

合ミンチ・▲牛乳・●卵

油・砂糖

りんご

塩パセリ

パイン缶

小麦粉・油 ホキ・▲粉チーズ

パン粉・油

25

白ごま・白ごま

米（国産）

小麦粉・油・砂糖・片栗粉

油・砂糖23 月

鶏肉

その他
緑◇　からだの調子を整えるもの

穀類・油脂類・砂糖類・いも類

ニラ 塩・中華だし・塩

醤油・みりん・中華だし

野菜類・藻類・くだもの類

16

おやつ

献立名

献立名

じゃが芋

材　　料
黄◇　力や体温となるもの

きゅうり・キャベツ・人参 穀物酢・醤油

こんにゃく・油・砂糖

みかん

ちくわ

原材料

うす揚げ・赤味噌・白味噌 ワカメ

醤油・みりん・かつおだし

米（国産）

▲牛乳

かつおだし

玉ねぎ・水菜・だし昆布

芽ひじき・人参

米（国産）・押麦

醤油・みりん・酒・かつおだし

ブロッコリー・コーン 醤油・みりん・かつおだし

白菜・玉ねぎ・人参

・まいたけ・ピーマン

片栗粉・油・砂糖 厚揚げ・豚肉
焼き厚揚げの野菜あん

砂糖

ごま油

醤油・みりん・かつおだし

塩

うす揚げ

醤油・みりん・かつおだしきざみ昆布・切干大根・ごぼう・人参

赤ワイン・ケチャップ

かつおだしほうれん草・もやし赤味噌・白味噌

玉ねぎ・人参・にんにく

塩人参・きゅうり

・ウスターソース・醤油・塩

じゃが芋・▲バター

マヨドレ ▲チーズ・大豆

パイン缶

オレンジ

▲バーモントカレー玉ねぎ・人参

米（国産）・片栗粉・油 オイスターソース・醤油・酒

穀物酢・醤油

玉ねぎ・人参

・カレーフレーク・じゃが芋・油

かつおだし・醤油・酒かぼちゃ

豚肉

・チンゲン菜・まいたけ

ちくわ

赤味噌・白味噌 かつおだし茄子・もやし・ワカメ

砂糖 高野豆腐・さつま揚げ

塩

カレー粉・塩・赤ワイン・みりん玉ねぎ・トマトピューレ

醤油・穀物酢大根・きゅうり・人参・コーン

▲牛乳

かつおだし・醤油・みりん・塩

かつおだし

黄桃｛缶詰｝

ほうれん草・人参・キャベツ

かつおだし・醤油・酒

小松菜・もやし

・▲デミグラスソース・ケチャップ

まぐろフレーク

里芋

うどん・小麦粉・油

油

小松菜・白菜・人参

米（国産）・押麦

合ミンチ

牛肉

・油・小麦粉・砂糖

エネルギー

蛋白質

脂質

カルシウム

魚類・肉類・豆類・乳類・卵類

●卵・●かにかまぼこ

麩

赤◇　　血や肉になるもの

小麦粉・油

玉ねぎ・しめじ・グリーンピース

かつおだし

チンゲン菜・人参・えのきだけ

白菜・青ねぎ

りんご

▲クリームシチューの素

赤味噌・白味噌

サバ

砂糖・油 しらす干し

▲ロールパン

さつま芋・油 鶏肉・▲牛乳

キャベツ・水菜・コーン

米（国産）

水

鶏レバー煮込み

米（国産）・押麦

油・片栗粉

木26

里芋

スパゲティ・オリーブ油

油・砂糖

米（国産）

じゃが芋・▲バター

砂糖 厚揚げ

赤味噌・白味噌

木19

日
曜
日

★



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 年 12 月号 

給食だより 
一段と寒くなり、空気も乾燥して、風邪やインフルエンザで体調を崩しやすい時期となりまし

た。風邪を引くと、きちんと食事を摂りたいと思っても食欲が落ちてしまうことがよくあります。

そんなときは、風邪の悪化を防いで回復を助ける食事を選んで、食べましょう。 

風邪を引いたときには、部屋を適切な状態（温度約20℃・湿度 50～60％）に保つ、マスクで

のどの乾燥を防ぐ、寒気がするときは体を温める、熱があるときは首の周りやわきの下を冷やすな

ど、体調が回復しやすい環境を整えてあげましょう。 

経口補水液とスポーツドリンクはどこがちがう？ 

●熱が高い● 

・野菜スープ・茶碗蒸し・煮込みうどん 

・卵ぞうすい・湯豆腐・りんご 

・脂っこいもの（ラーメンや焼肉など） 

・消化の悪いもの・繊維の多いもの 

・スナック菓子 

水分 

水分は、ただの水よりもナトリウムや糖分を一定量含んでいたほうが速く体に取り込むことができる。 

経口補水液はスポーツドリンクと比べて、塩分濃度が高く、大量に汗をかいた場合にすばやく水分が 

補給される。糖分の濃度は低い。 

・たくさんの汗をかくので、脱水症状に気を 

つけて、十分に水分補給をすることが大切。 

体調が悪いときの食事 

エネルギー たんぱく質 

・熱が高いときは多くのエネルギーを使うので、

エネルギー・たんぱく質が多い食品がよい。 

・口当たりのよいものが食べやすい。 

●嘔吐・下痢がある● 

・腸を刺激しないものから慣らしていく。 

・脱水症状を防ぐために白湯やお茶を 

少量ずつ飲み、水分補給をする。 

・一度に大量に食べずに、少しずつ 

回数を増やして食べる。 

●せきが出ている● 
・熱すぎたり、冷たすぎたりする飲み物は避ける。 

・のどの粘膜を強化するビタミンＡや 

粘膜の補修を助けるビタミンＣを摂る。 

・辛いもの、しょっぱいものは避ける。 

【適した食品やメニュー】 

【避けたい食品やメニュー】 

 

『風邪のときに効く』という民間療法がありますが、実際には根拠はありません。 

やはり、食べてこそ効果が発揮されます。 

風邪に効く！？ 

首にネギ 

を巻く 
◎ネギの栄養・・・匂いの成分“アリシン”による殺菌効果や疲労回復効果あり 

◎キャベツの栄養・・・“ビタミンＣ“による抗酸化作用や風邪の予防効果あり 

キャベツの

葉をかぶる 

※経口補水液は塩分濃度が高いので、子どもにとっての適切な摂取量を医師に相談しましょう 

※スポーツドリンクは糖類が多く虫歯や食欲不振の原因になるので、日常的に飲むのは避けましょう 

《注意点》 

 

みどり野保育園 

協力 一冨士フードサービス㈱ 



  

保存方法 

特徴 

栄養・健康効果 

選び方 

酸味が強いので生食は難しいが、果汁を搾ったり、

皮を薄くスライスし香りを楽しんだり様々な 

利用法がある。 

ゆずの香りはリラックス効果もある。 

旬は 10～12月。初夏に花を咲かせ、夏に青実が収穫され「ゆずこしょう」としても 

使用されます。秋を過ぎると黄色に熟したものが出回ります。 

 

・ハリのあるものは水分が多く、香りが良い 

・へたの切り口が茶色いものは新鮮 

・表面は少しデコボコしたもの、多少の傷は 

果肉まで影響しないので大丈夫！ 

 

生の場合、水分の蒸発をふせぐため新聞紙に

包む。1週間を目安に。 

冷凍の場合、よく洗い丸ごと保存袋で保存。

凍ったまますりおろすと使いやすい。 

ゆず湯は血行促進や肌の保湿効果がある

といわれているので、寒くて空気の乾燥し

た季節にピッタリ！冬至にゆず湯に 

入るのも理にかなっています。 

柚子 
ゆ   ず 

食と健康豆知識  

【 メロンパン風トースト 】 

 【材料  子供 3人分】 

食パン 6枚切×3枚  バター8ｇ 全卵 10ｇ（1/6） 砂糖 16ｇ  小麦粉 16ｇ 

 
【作り方】 

1. バターは常温でやわらかくし、溶き卵・砂糖の順に少しずつ加え、クリーム状になる 

まで混ぜ合わせる。（泡だて器を使用するのがポイント！） 

2. ①に小麦粉を混ぜ合わせる。 

3. ②を食パンにぬる。 

4. トースターで 10分～12分ほど焼き、冷めたら切る。 

おやつメニューのご紹介 

♪絞り袋を活用して、模様をつけても楽しいですよ♪ 
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