
 

 

 

 

 

 

 

 葉っぱが色づく季節となりました。 

 

道端にはコスモスも揺れています。 

 

この心地よさは読書にも 適な季節です。 

 

プレイルームの絵本は、内容や月齢に応じて、赤ちゃん絵本・ 

 

物語絵本・図鑑・のりもの絵本・あそびの絵本・バリアフリー絵本・ 

 

大人向けの本に分かれています。 

 

子どもは大好きな絵本があると、何度も何度も手にとって見ています。 

 

そんな絵本は折れたり、破れたりもします。 

 

でも、それが親しまれているという証です。 

 

赤ちゃんは、絵本に触れたり、ぱらぱらめくったりするだけでも楽しいものです。 

 

絵本は読むだけではなくて、見て、触って、想像をしながら楽しんでほしいと思います。 

 

そして、親のやさしい声で語りかけ、 

 

親子のコミュニケーションツールとして活用してください。 

 

 

   

 

 

あかし子育て支援センターだより 

にじのかけはし
№９７（Ｈ２７.１０）

１０月～１２月
秋号 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子育て支援情報 

子育て支援センターおおくぼの運営団体が変わりました。 
 

 

利用については、これまでと変わらず、引き続き、３歳までの子どもと 

保護者が自由に遊び、交流できますので、ぜひ遊びにきてくださいね。 

１０月１日からの運営団体は「NPO 法人みっくす」です。 
 

開所日時：火～日曜日 9 時～16 時 

休 所 日：月曜日、年末年始 

場  所：大久保町ゆりのき通 1 丁目 4-7 

市立産業交流センター３階 

お知らせ  

10/24（土）は、アスピア明石で「あかし子育て応援企業メッセ」を開催します。 

あかし子育て応援企業ブース や 親子で楽しめるイベント が盛りだくさんですので、 

家族そろってぜひ遊びに来て下さいね♪ 

 

 

★子育て応援企業ブース（事前申込不要） 

１階アトリウムコート/７階学習室１  10 時 30 分～15 時 30 分 

あかし子育て応援企業の皆さんが出展する約２０のブース！ 

風船のプレゼント、おりがみ教室、木と親しむ工作教室 など 
 

★特設遊び場（事前申込不要） 

７階会議室１・２ 

10 時 30 分～15 時 30 分 

木のボールプールや手作り 

遊具で遊べるよ！ 
 
 
 

★親子ふれあいひろば 事前申込要 

９階子午線ホール 

10 時 30 分～12 時 

みんなでいっしょに歌を歌ったり、 

カラダを動かしたりして、親子で楽し 

めるステージと、オリジナルの曲に 

合わせて読まれる素敵な絵本の世界 

 

詳しくは、ＨＰ「あかし子育て応援ナビ」をご覧ください。 あかし子育て応援ナビ 検索  

あかし子育て応援企業って？？ 
市内に事業所を置き、子育て支援の取 

り組みを一定数以上行っていて、「あか 
し子育て応援企業」に認定された企業の 
ことです。 

例えば、事業所に授乳室やオムツ替えができる 
場所があったり、「こども１１０番の家」に 
登録していたり、従業員に対して子育てしや 
すい就業制度を導入するなどの取り組まれ 
ている企業です。 

 

 

★一日無料子育て相談（事前予約不要） 

７階会議室３ 

10 時 30 分～12 時、13 時～15 時 

助産師や保健師等の専門家が不安や悩み 

の内容ごとに相談に応じます。 
 



 

                               

                   

 

               

  

 

  

  

  

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

  

 

 

 

 
 

2 歳児 

2 歳になると、走ったり、 

ボールを投げたりと、身体をめいっぱい動

かして遊びます。砂を団子に見立てて食べ

るまねをしたり、丸や直線を使って絵を描

いたりします。簡単な洋服なら脱ぎ着でき

るようになります。言葉も「マンマ、食べ

た」「ブーブー、来た」と意味のある文を話

すようになります。 

一方、何かと「嫌!!」と言う“イヤイヤ期”

も始まります。大人から見れば、わがまま

に見える“イヤイヤ”の行動も、実は「自

分で、何かをやりたい」という気持ちの表

れでもあります。“イヤイヤ”が始まったら、

まずは子どもの気持ちを受け止め、子ども

の代わりに「〇〇がしたいのね」と説明し

ましょう。そして、子ども自身で行動でき

るよう、手助けして下さい。ただし、危険

な行動は「××はやめようね」と教えるこ

とも大事です。   

臨床心理士 佐野 智里 

 ほっとひといき 

 

親子ふれあい体操 ＜２歳児編＞ 

① 補助つき足とびをする

② 自分の力でぶらさがりをする 

③ とびつきをする 

持ち上げてもらったり、ジャンプしたりすると、 

見える世界が変わり、とても喜びます。 

子どもにたくさん声をかけながら、親子で思い切り 

身体を動かして遊びましょう！ 

 

資料提供：前橋明・早稲田大学人間科学学術院教授

プレイルームでは、「ここいく」「おもちゃ箱」「ぴょんぴょん」の 
ボランティアグループと楽しく遊ぶ日があります。 

日時は４面に掲載しています。ふるってご参加ください。 「ボランティアさんとあそぼう」編 

お父さんが開脚してすわり、 初は子
どもの両脇を支えて、「イチ、ニーの
サーン」とリズムをつけて持ち上げ、
跳ぶまねをさせます。 

子どもをお父さんの手や腕につかまらせて、
自力でぶらさがりをさせます。 
はじめのうちは足が少し上がる程度の高さに
しましょう。 

お母さんが立って手を前に出します。
その手に、子どもがしゃがんでから跳
びつきます。 
子どもの好きなものを持って、それに
ふれさせるのもよいでしょう。 

ぴ ょ ん ぴ ょ んお も ち ゃ 箱

こ こ い く

平成１７年度から月に 2 回、ハイハイから 

就園前のお子さんが笑顔になることを 

楽しみに活動しています(^^)v 

土曜日はパパも一緒に遊んでいますよ～ 

歌やリズム遊びがあるから 

ますます ウキウキ♪ ノリノリ (^^♪ 

あそびにきてくださいね！ 

平成１９年から月に１回、絵本で 

心を育てたい!! 『心育』活動を開始！ 

絵本や紙芝居の読み聞かせ 

親子ふれあいあそびなども楽しんでいます。 

子育てはしんどい時もありますね～ 

みなさんの憩いの場になることを願って 

楽しい遊びを用意しています❤ 

ボランティア登録をしているメンバーで、 

今年度は４回活動しています。 

当日それぞれが遊びを持ち寄り、 

計画を練っています。 

みんなの笑顔に出会えるのが 

楽しみなんです(*^^)v 

 



 

 

 

あそび・講座 対象者 開催日時 申込 場所 

ここいく（絵本読み聞かせ） 乳幼児と保護者 10/２(金)・11/６(金)・12/４(金) 10:30～11:00 不要

プ
レ
イ
ル
ー
ム 

いっしょにあそぼう（親子あそび） 乳幼児と保護者 
10/7(水)・11/11(水)10:30～11:00 

12/８(火) 14:30～15:00 
不要

おもちゃ箱（親子あそび） 乳幼児と保護者 
10/10(土)・22(木) ・11/14(土)・26(木) 

12/12(土)・24(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助産師相談も受付） 

10/11(日)・21(水) ・11/８(日) 

12/13(日)・16(水)  10:00～12:00 
随時

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

ぴよぴよミニ講座 乳幼児と保護者 
栄養士さんのお話 10/16(金) 10:30～11:30 

薬剤師さんのお話 11/10(火) 10:30～11:30 

自宅の色々片付け術 12/２(水) 10:30～11:30    

不要

臨床心理士による相談 乳幼児の保護者 10/20(火)・12/15(火) 10:00～11:30 随時

布おもちゃの日 乳幼児と保護者 10/28(水)・11/5(木)・12/23(水) 10:00～15:00 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 11/12(木) 9:30～11:30 随時

つくってあそぼう 乳幼児と保護者 11/25(水) 10:00～12:00、13:00～15:00 不要

ボランティアさんとあそぼう（ぴょんぴょん） 乳幼児と保護者 12/10(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 10/15(木)・11/19(木)・12/17(木) 10:00～12:00 不要  

子育て親育ちセミナー(イヤイヤ期) １歳８か月～２歳６か月の子どもの親 
10/23(金)・30(金) の２回連続講座   

各日 10:00～11:30 
済  

子育てわいわいトーク 平成 27 年６月～８月生まれの子どもと保護者
11/13(金)・20(金)・27(金)の 3 回連続講座 

各日 13:30～15:00 
要 生

涯
学
習
セ
ン
タ
ー

もうすぐパパママ講座 
平成 2８年１月～４月に第１子を出産予定の 

妊婦とパートナー 
11/14(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 

おおむね４～１０か月の乳児と 

先輩パパママ 
11/14(土) 14:15～16:00 随時

あかし子育て支援センター情報 ※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 

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 

開所日時： 火～日曜日 9:00～17:00（休所日は原則として、月曜日、年末年始） 

対 象 者： 0 歳から小学校就学前までのこどもと保護者 

少しずつ秋も深まり、色づいた葉や小枝や木の実が見られるようになりました。 

いっしょに秋を探しながら、何か作ってみませんか？ 

 木の枝・木の実のモビール 

＜今回の材料＞ 

木の枝・まつぼっくり・木の実 

ナイロン手ぐす（釣り糸） 

①好きな物を手ぐすで結ぶ 

②バランスを見ながら、枝の両端に結び付ける 

③できあがり！ 

 

★毛糸・布など…好きな物をつけて、 

 これからクリスマスに向けて作ってみてもいいね！ 

東江井安心 

コミュニティ 

プラザ 

男女共同 

参画センター 


