
 

 

 

 

子どもと一緒に考えてみよう 

 

 子どものことを第一に考え、病気やケガをしないように…辛い思いをしないように…と

育てていくうちに、「これでいいのかな…」と子育てに悩む時はありませんか？ 

例えば、危険な物を置いたり近付けたりしないことは乳児の子育ての基本ですが、いつ

までも子どものため！と先回り、配慮しすぎては、何がどう危ないのかを知るチャンスが

なくなってしまいます。では、どのように伝えていけばいいのでしょう。 

「危ない！」「ダメ！」の言葉だけよりも、「○○したらどうなるかな…」を一緒に考え

ながらお話すると、繰り返していくうちに理解へとつながっていきます。 

子どもにとって、自分で経験し、考えることは、とても大切です。 

経験の中で、失敗しても自分を見守ってくれ、温かく受け止めてくれる大人がいることは、

一番の安心や自信につながります。「なんでだろうね？」「どうしてだろうね？」と一緒に

考えてもらえることで、より深い信頼関係も築かれていきます。 

親子でたくさんの事を経験し、その中から色々な場面を想像し、気持ちを感じとる。 

そうすると、親子で共に大きく成長していけるはずですよ！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

あかし子育て支援センターだより 

にじのかけはし
№８９（Ｈ２５.１０）

秋号

10 月～12 月 



 

 

 
 
 

今年の夏は本当に暑かったね。プレイルームにはたくさんの親子が来てくれました！今回

は、この夏に行った講座を紹介するね。 

 

7/20（土）に、原坂一郎先生の子育て講演会を開催したよ！ 
 

「笑顔だけで子どもは変わる」と題してお話ししてもらったんだけど、手遊びやマジック

も交え、とても分かりやすくて、楽しいお話だったよ！  

子育てのヒントを教えてもらったから紹介するね。 

 

●１日３秒×３０回、口角を上げて笑顔に！大人の笑顔は子どもに大きな安心感を与えます。 

（普通の顔をしているだけでは、口角が下って怒っているように見えてしまい、子どもは不安になって

しまうんだって。） 

●『ないもの探し』ではなく『あるもの満足』を！子どもの外見や性格、行動、言葉を認めてあげて！ 

例えば、子どもは自分の家がどんなに小さくても、どんなに駅から遠くても、大人と違って決して文

句を言いません。我慢しているのではなく、不満に思わないからです。子どもが生まれたときは、誰も

が「明るく健康な子どもに育ってほしい」とただそれだけを願っていたはずなのに、その状態が続くと、

親はすぐに違う「望み」や「欲」を持ち始め、子どもの不足する点、不満な点ばかりを探してしまって

いませんか？ 

●『しつけ』は、怒ることではなく教えること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子育て支援情報♪ わらし君の 

 

8月２・３日には、「夏まつりを開催しよう！」と題して、小

学生に夏まつりの準備から開催までの体験をしてもらったよ！ 

みんなで協力して、お客さんに楽しんでもらえるようなルー

ルを考えたり、お客さんへの声掛けや応対の練習をしたりして、

8月３日の「夏まつり」本番を迎えたんだ。多くのお客さんに来

ていただき、夏まつりは大盛況。ボランティアさんとの抜群の

チームワークで、夏まつりを盛り上げてくれました！ 

「よしもと in 明石」で 

新喜劇に出演したよ！ 

８月３日（土）明石市立市民会館 大ホールにて 

 
いっぱい笑って 

楽しかったよ♪ 

 いらっしゃい！ 

内場座長とも共演。 

緊張したなぁ～ 

原坂一郎先生 

神戸市で２３年間にわたる保育所勤務を経て、

平成１６年４月に、こどもコンサルタントとな

り、笑いと笑顔をキーワードに、子どもや子育

てに関する色々な研究や執筆をされています。

オレンジリボンキャンペーン 

 11 月は「児童虐待防止推進月間」です。子どもたちの人権

とすこやかな成長を守るため、周囲の子どもたちに目を向け、

虐待防止のために何が出来るかを考えてみましょう！ 



乳幼児期の子育て 

☆しつけって何？ 

しつけとは、生活習慣、人との関わり方や社会のル

ールなどを子どもに身に付けさせることですが、子ど

もにとって未知のことを分かるように、普段のやりと

りの中で繰り返し伝えていくことでもあります。 

危険なこと、してはいけないことは、まずその場で

「～は危ないよ」など理由とともに短くはっきりと伝

えましょう。 

どうしてわからないの！と頭にきた時はちょっと一

息、深呼吸してみませんか。 

できたことがあればそのときに「～ができたね」と

ほめてあげましょう。例えば、初めてごあいさつがで

きたときや順番が待てたときなどに。子どもにとって

大好きなママやパパに認めてもらえることは、とって

もうれしく、自信が持てることです。 

  

臨床心理士 井原 彩 

～お薬のおはなし～ 管理薬剤師 山内 英美先生 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

                   

  

ほっとひといき でこちゃんはなちゃん 

※粉薬の飲ませ方※ 

≪生後 10 か月くらいまで≫ 

・１～２滴の水でダンゴ状にし、大人の指につけて、上あご 

や頬の内側に塗りつけ、その後、水分を与えましょう。 

≪生後 10 か月を過ぎたら≫ 

・服薬補助ゼリーを試してみるのもよいでしょう。 

秋から冬にかけて風邪やインフルエンザの流行する季節です。 

病院へ行くと処方されるお薬ですが、使用する時は下記のことに気をつけましょう。

① 清潔が第一です（手を洗いましょう） 

② 量と回数を守りましょう（自己判断で増減しないでください） 

③ 市販薬と一緒には飲まないでください 

④ 子どもの手の届かないところへ薬を保管しましょう 

※シロップの飲ませ方※ 

≪乳児≫①先に空の乳首だけを口にくわえさせる。 

    ②乳首を吸い始めたら、シロップ剤を入れる。 

    ③飲ませた後は、白湯などを与えましょう。 

≪幼児≫①静かに振って中身を均一にする。 

②１回分の量をはかり、頬の内側に流し込みましょう。

ぴよぴよミニ講座より 

こんな時どうするの？ 

☆飲ませたのに吐いてしまったら？ 

５分以上経過していれば、また飲ませる必要はありま

せん。飲んだ直後に吐いても、すぐ与え直さず、様子

をみてください。 

☆イオン飲料は薄めて与えていいですか？ 

もともと体に吸収しやすく作っているので、薄めると

その効果が半減します。そのままで飲むか、子ども用

の経口補水用の飲料にしてください。 

♪わらべうた♪ 

出典 チャイルド本社 

「ふれあいたっぷり！赤ちゃんのわらべうたあそび」 

久津摩 英子 著・石崎 伸子 ｲﾗｽﾄ  

でこちゃん はなちゃん きしゃぽ  －   ぽ 

ひとさし指で、おでこを軽く 

２回つつく 
鼻を軽く２回つつく 

両手のひとさし指で、頬に円を 

２回かく 

頬を軽く押さえる 

 でこちゃん はなちゃん 

きしゃ ぽー ぽ 



あそび相手をしてもらえると 

孫は大喜び！！ 

ママとパパは大助かり 
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 昔は… 今は… 

おむつ 布おむつ（手洗い） 紙おむつ（使い捨て） 

移動 おんぶひも 抱っこひも 

おっぱい １歳くらいで断乳 欲しい時に欲しいだけ 

抱き癖 
癖になるので泣いて 

もすぐに抱っこしない 

抱っこして欲しい時は 

いつでも抱っこ 

遊び友達 近所にたくさんいた 近所にあまりいない 

あそび相手 42 

家事 19 

買い物 18 

送迎 11 

経済面 2 

お風呂 1 

健診の時 1 

あそび・講座 対象者 開催日時 申込 場所 

布おもちゃの日 乳幼児と保護者 10/2(水)・11/6(水)・12/10(火) 10:00～15:00 不要

プ
レ
イ
ル
ー
ム 

臨床心理士による相談 乳幼児の保護者 10/9(水)・12/18(水)10：00～1１:３０ 随時

子育て親育ちセミナー（イヤイヤ期） １歳８か月～２歳６か月の幼児の親 10/9(水)10:00～11:30 要 

ぴよぴよミニ講座 乳幼児と保護者 

絵本のお話     10/10(木)10:30～11:30 

管理栄養士さんのお話 11/21(木)10:30～11:30 

歯科衛生士さんのお話 12/11(水)10:30～11:30 

不要

ここいく 乳幼児と保護者 10/11(金)・11/8(金)・12/6(金)10:30～11:00 不要

おもちゃ箱（親子あそび） 乳幼児と保護者 
10/12(土)・24(木)・11/9(土)・28(木) 

12/14(土)・26(木) 10:30～11:00 
不要

ひだまりオープンスペース 

（沐浴実習や育児相談等） 

妊婦とパートナー 
（プレイルーム来所者の相談も受付） 

10/13(日)・11/10(日)・12/8(日) 10:00～12:00 随時

のびのび発育測定 乳幼児 10/13(日)・11/10(日)・12/8(日)10:00～16:00 不要

いっしょにあそぼう（親子あそび） 乳幼児と保護者 
10/16(水)・11/15(金)10:30～11:00 

12/20(金)14:30～15:00 
不要

つくってあそぼう 乳幼児と保護者 
10/22(火)・11/26(火)・12/25(水) 

10:00～12:00、13:00～15:00 
不要

発達支援センター保健師による発達相談 乳幼児の保護者 11/14(木)10：00～1１:３０ 随時

ボランティアさんとあそぼう 乳幼児と保護者 12/5(木)10:30～11:00 不要

てくてく（移動プレイルーム） ０歳～３歳の子どもと保護者 10/17(木)・11/21(木)・12/19(木) 10:00～12:00 不要  

赤ちゃんがきた！ 第１子が平成 25 年 6～7 月生まれの乳児と母親 10/４(金)・11(金)・18(金)・25（金）13:30～15:30  終了

生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー 

子育てわいわいトーク 生後４か月～10 ヶ月の乳児とその親 12/3(火)・12/17(火)の２回連続講座 10:00～11:30 要 

もうすぐパパママ講座 
平成26年1月～4月に第１子を出産予定の妊婦

とパートナー 
11/9(土)14:00～16:00 要 

もうすぐパパママと 

先輩パパママ赤ちゃんの交流会 
乳児と先輩パパママ 11/9(土)14:30～16:00 要 

明石公園を歩こう（仮称） 未定 11/16（土）時間は未定 要 

親子コンサート（仮称） 未定 12/21（土）時間は未定 要 

子育て支援ボランティア 
スキルアップ講座 

子育て支援センターや地域で託児や遊びなどの
子育てボランティアをしたい人 

11/29（金）1４:00～15:30 要 
男女共同 

参画セン

ター 

子育て講演会「子どもたちのためにでき

ること」（講師：乙武洋匡氏） 
子 育 て に 関 心 の あ る 方 な ら ど な た で も 10/12（土）14:00～15:40（13:30 開場） 終了

明石市立
市民会館

高丘の粘土で陶芸＆ 
自然を感じるネイチャーゲーム ４歳～小学３年生の子どもとその保護者 10/27（日）14:00～16:00 要 

石ケ谷 
公園 

発行/あかし子育て支援センター（明石市こども未来部子育て支援課） 

〒673－0886 明石市東仲ノ町 6－1  Tel 078－918－5597 Fax 078－918－561７ 

※お申込みは、広報あかし・情報カレンダー・あかし子育て応援ナビ等でご確認ください 

※日時等変更する場合がありますのでご注意ください 

プレイルームにお孫さんとあそびに来られた 50 人の 

            おじいちゃんとおばあちゃんにアンケートに答えていただきました。

 

ママとパパの子育てを 

サポートしていることは？ 

（複数回答あり） 

毎日

22%

週２～３日

20%

週１日

20%

月１日

6%

月２日

20%

その他

12%

お孫さんに会う回数は？ 

ママとパパへ一言～ 

・夫婦協力して仲良く楽しく子育てしてください。 

・今のままでいいよ！！よく頑張っていると思う！ 

・遊び相手のサポートはまかせてね！楽しんでいます。

詳しいアンケート結果は、 

プレイルームに掲示させていただきます。

どうぞ、ご覧ください。 

ご 自 分 の 時 と 、 今 の 子 育 て の 違 い は ？

東江井安心 

コミュニティ 

プラザ 

あかし子育て支援センター情報 


