
 

 

 

 

自分でできるとうれしいね 

あんなこと、こんなこと 

できるようになりたいな～ 
 

ぽかぽか春がきて、新学期を迎えるころになると、もうすぐ入園を迎える親御さんから「なかなか自

分で歩かなくて…」とか「着替えができません」、「まだ靴が一人ではけなくて…」というようなお話を

聞きます。 

入園を目前に急がなくてもいいように、準備ができればいいですね。例えば、２歳前後のイヤイヤ期。

この頃は、何でも自分でしたいのにうまくできなくて、かんしゃく…！！困りますよね。だけど、ここ

がやる気の原点です。『自分で！』という気持ちが芽生えたら、させてあげましょう。自分で挑戦して

いくうちに、手先もだんだん器用になり、また繰り返すうちに早くできるようになります。一つ出来た

ら、新しいことに挑戦しようという気持ちが芽生えて、心もたくましくなります。 

「イヤイヤ期は過ぎたし、今からでは遅いのかしら・・・」 

と心配しなくてもいいですよ。今日から始めてみましょう！！ 

日々の生活の中で、一つずつ、「○○できたね～」と親子で喜び 

ながら、生活習慣を身に着け、集団生活に備えられたらいいで 

すね。 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

あかし子育て支援センターだより 

にじのかけはし
№９１（Ｈ２６. ４）

 

プレイルームでは・・・ 靴下や靴を脱いだり、履いたりするのにアンパンマン台を用意しています。 

『ここに座ると脱いだり履いたりしやすい！！』と好評です。 

初めは、思うようにできなくても、「ここを見るとはけるよ・・」と指でトン

トンして、気持ちが靴の方に向くようにします。マジックテープをギュッと留

めて立ち上がると、「すごーい！履けたね～」と一緒に『パチパチ—』と拍手！

靴がうまく履けるとピカピカの笑顔で「バイバーイ」と元気な声が聞かれます。

他にこんなことも～～ 

○靴を脱ぐ→下駄箱に片づける 

○ジャケットを脱ぐ→たたむ→かごに入れる 

○あそんだ玩具を決まった場所に片付ける 

○「ありがとう」や「こんにちは」など、 

あいさつをする 
ジャケットたためるよ！！ 

ボタンを留めると動物が手をつなぐよ・・・



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子育て支援情報 

平成１６年度の子育て支援課主催の「子育て支援ボランティア養

成講座」受講生を中心に、平成１７年度から活動を開始！あかし子育て支援センタ

ー プレイルームでも月に２回、絵本の読み聞かせやリズム遊びを中心とした楽し

い遊びを提供いただいています♪ 

自由参加です。 

いっしょに楽しく 

遊びましょう！ 

活動日は４面を見てね♪ 

 

平成１７年度から「移動プレイルーム てくてく」を中心に、子

どもの見守りや準備・片づけ等、たくさんのご協力をいただいてきましたが、３月

の「てくてく」をもって、活動が終わりました。今まで長い間、親子を温かく見守

って頂き、本当にありがとうございました。 

 
これからもお元気で 

ご活躍ください☆彡 

平成 26 年度の「子育て学習室」の活動がスタートします！！ 

年度途中の入会が可能な子育て学習室もあります。詳しくは子育て支援課までお問い合わせください。電話：078-918-5597 

各「子育て学習室」では、4 月～5 月頃に開講式を行い、平成 26 年度の活動をスタートします！！ 

「今年度はどんな活動をしようかな？」「親子とも、たくさんお友だちができるといいな♪」 

1 年間の活動が楽しみですね♪ 

「子育て学習室」って？？ 

市立幼稚園区 28 か所で、乳幼児と保護者や、子

育て支援に関心のある方が、遊びや体験学習などを

通して共に育ちあう場として実施している市の子育

て支援事業のひとつです。各子育て学習室は、参加

者全員で協力しながら活動を進めていきます。 〔平成 25 年度の活動の様子〕

子育て支援センターでは、子育て支援ボランティアにご協力いただき、講座やイベントの開催や運営を行って

います。現在、５つのグループにご登録いただいています。今回はその中から「おもちゃ箱」と、３月で卒業す

ることになった「いきいき会」を紹介します。 

子どもたちの幸せや健やかな成長を、 

家庭や地域、みんなで 

見守っていきましょう！ 

子育て支援ボランティア 

ご紹介！ 

おもちゃ箱 

いきいき会 

5/5～5/11 の１週間は 

「児童福祉週間」です 

明石市の子育て期の情報を検

索できるサイト『あかし子育て

応援ナビ』で、動画のアップを

始めました。手あそびや各種講

座の様子等を紹介していきます

ので、ぜひご覧下さい！ 

動画のアップを始めました！ 

『あかし子育て応援ナビ』で 
検索してみてね！ 

 ここを 

クリック 

してね！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ≪乳幼児期の健康≫ 

生活リズムについて  

乳幼児期は生活リズムを築くことが大事なテーマとな

ります。早寝早起きのサイクルで睡眠をとることにより、

脳と身体の成長に必要なホルモンの分泌がうながされる

からです。十分な睡眠をとることは心の安定にもつなが

ります。 

パパの帰宅が遅いなどそれぞれ家庭の事情も違います

が、子どもと関わる時間帯を工夫するなど、家族みんな

で生活リズムを見直す機会を持ってもよいでしょう。 

 子どもが親の思うように動いてくれないこともあるで

しょうが、焦らずに取り組みましょう。ご飯を一緒に美

味しく食べるひととき、外で身体を動かして遊ぶ楽しさ、

親に寝かしつけてもらって安心して眠ること、そういう

経験を一定のリズムで繰り返していくことは、子どもの

成長と生活の基盤づくりにおいて大切な積み重ねになっ

ていきます。 

臨床心理士 井原 彩 

ほっとひといき 

♪わらべうたあそび♪ 

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 

♪あそびのアレンジ

大人も子どもも、楽しみながら一緒に絵本を読める環境が大切です。 

読み聞かせをする時、「淡々と読みましょう」と聞くこともありますが、子どもと一緒に楽しめる読

み方をすればいいですよ。ただし、感情を込め過ぎると、読み手の方が気になってしまうので気を付

けて下さいね。子どもの好みがわかるまでは購入前に図書館などを利用し、季節感のあるものや興味

がありそうな絵本を借りて数冊手元にストックしておくと、子どもの様子に合わせて読むことができ

ます。 

「借りたから、返すまでに全部を読まないと…！」と気負わずに、「返却日までに読めなかったら、ま

た借りよう！」という気持ちで、色々な種類の絵本を試してみてください。 

 

「はーい！」「またまた はーい！」・・・動物たちと一緒に手をあげて「はーい！」のやりとり。 

「しーっ」・・・0，1，2 歳向け。一緒に「しーっ」と動作をつけ、真似っこあそび。 

「ぴょーん」・・・ページをめくると色々な動物がジャンプします。くりかえしが楽しい絵本。 

「しってるねん」・・・「あれ？あのひとだれやった？」楽しい大阪弁の絵本。 

「しりとりのだいすきなおうさま」・・・絵をみて考えながらしりとり形式で楽しめる絵本。 

「今日～Today」・・・子育てに関わる、全ての大人に向けての詩の絵本。        …など 

 
＊プレイルームにも、たくさんの絵本があるので、一緒に選んでみてくださいね！ 

こんな絵本もいいよ！ 

＊うたに合せて、つないだ手を交互にひっぱり合いっこ。
何度もくりかえしてあそびます。 

＊大人が子どもをひざに乗せ、
ひざあそびとしてもあそべます！ 

～絵本の選び方・読み聞かせ方～ 

NPO 法人 絵本で子育て 田中 八潮 先生 

ぴよぴよミニ講座より 

ぎっ  こん   ばっ たん   よ い しょ ぶ  ね 

お   き は  な   み が  た   か い  ぞ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あそび・講座 対象者 開催日時 申込 場所 

ここいく 乳幼児と保護者 4/4(金)・5/2(金)・6/6(金) 10:30～11:00 不要

プ
レ
イ
ル
ー
ム 

ぴよぴよミニ講座 乳幼児と保護者 
栄養士さんのお話 4/10(金)1０:30～1１:30 

言語聴覚士さんのお話 5/29(木)13:30～14:30 

歯科衛生士さんのお話 ６月（日時未定） 

不要

おもちゃ箱（親子あそび） 乳幼児と保護者 
4/12(土)・24(木)・5/10(土)・22(木) 

6/14(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助産師相談も受付） 

4/13(日)・5/11(日)・6/8(日) 10:00～12:00 随時

のびのび発育測定 乳幼児 4/13(日)・5/11(日)・6/8(日) 10:00～16:00 不要

布おもちゃの日 乳幼児と保護者 4/16(水)・5/21(水)・6/18(水) 10:00～15:00 不要

つくってあそぼう 乳幼児と保護者 4/25(金) 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 ５/15(木)10:00～11:30 随時

いっしょにあそぼう（親子あそび） 乳幼児と保護者 5/16(金)・ 6/20(金)10:30～11:00 不要

ボランティアさんとあそぼう 乳幼児と保護者 日時は未定 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 4/17(木)・５/15(木)・6/19(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 6/7(土) 10:00～11:30 要 

もうすぐパパママ講座 
平成 26 年 7 月～10 月に第１子を出産予定の妊

婦とパートナー 
5/10(土) 14:00～16:00 要 

生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー 

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 5/10(土) 14:30～16:00 要 

子育てわいわいトーク 
平成 25 年 8 月～11 月生まれの子どもと

保護者 
5/20・27・6/３(火)の３回連続講座 

各日 13:30～15:00 
要 

パパとなかよしクッキング 未定 6/21(土) 時間は未定 要 

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 

ふーちゃんの春号・秋号・冬号の 

３回シリーズで、 

簡単レシピを 

掲載します♪ 

材  料 

・クリームチーズ  200ｇ 

・生クリーム    200ｇ 

・さとう      100ｇ 

・小麦粉      大さじ１ 

・卵        ３個 

・市販のクッキー（100 円位で売っている物） 

・牛乳   大さじ２～３ 

・ケーキ型 20 ㎝（底が取れる物） 

・バター 適量 

Ａ 

①オーブンを 170℃に予熱しておく。 

②クッキーを袋に入れて麺
めん

棒などで細かくつぶす。牛乳を

入れてしっとりさせる。 

③ケーキ型の側面と底にバターをぬって、②のクッキーを

底面に敷きつめる。 

④A の材料を全てボールに入れて、ハンドミキサーでよく

混ぜる。 

⑤④をケーキ型に入れて、オーブンで約４０分焼く。 

⑥あら熱がとれたら、冷蔵庫に入れて冷やす。 

冷蔵庫から出して

柔らかくしておく 

冷蔵庫から出して

常温にしておく 

できあがり♪ 

東江井安心 

コミュニティ 

プラザ 

男女共同 

参画センター 


