
 

 

 

 

 

 

    

   

いっしょにあそぼう！ 
 

家事もひと段落したあとに、さあ、子どもと何をしてあそぼうか？ 

いつでも、どこでも、すぐできて、笑顔がいっぱいみられる 

“手あそび” “くすぐりあそび” はいかがですか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

  何気なくしているあそびだけれど、知らず知らずのうちに親子の絆が深まっていく。 
 そんなあそびがたくさんあります。親子でふれあって、楽しく“あそびましょ！” 

 

     もうすぐパパママになる人、子育て真っ只中の人、子どもが大好きな人・・・ 
  たくさんの人がつながる中で、共に悩みを分かち合い、楽しみながら一つでも多くの笑顔に出会える 

場所として、子育て支援センターは「あそび」や「まなび」「交流」の場を作っています。 

詳しくはセンターへのお問い合わせ、または市ホームページ「あかし子育て応援ナビ」をご覧ください。  
                                  

 

 

 

 

 

   

にじのかけはし 

あかし子育て支援センターだより 

№８５（Ｈ２４.１０）

秋 号

１０月～１２月 
10 月～１2 月 

＊いない いない ばぁ＊ 

ママが「いない いない･･･」と顔を隠すと赤ちゃんは

大切なママがいなくなったと思います。でも、少し待っ

ていると必ず出てきてくれます。この繰り返しが、相手

を信頼する力、相手を待つ力を育てるそうです。 

    子育てわいわいトーク 藤川先生のお話より 

♪こちょこちょ♪ 

パパやママにくすぐられると、とってもくすぐったいのに、

自分でくすぐってみても、あまりくすぐったくない。知らない

人からいきなりくすぐられたら、くすぐったくないどころか、

怖くなったり怒りを感じます。そんな経験ありませんか？  

くすぐったいというのは不思議な感覚です。くすぐったさを感

じるためには親密で信頼できる人間関係が不可欠のようです。

       参考 神戸新聞 2012 年 8 月 9 日付くらし面 



 

 

  

今回は、子育て支援センター「にしあかし」「あかし西」の２か所を紹介します。 

子育て支援センター 

にしあかし 

お問い合わせ先 

                NPO 法人 みっくす 
〒673-0005 明石市小久保 6 - 9 – 18 

TEL&FAX ： 078 - 924 - 5139 
e-mail ： npo.mixed@heart.ocn.ne.jp 

HP ： http://npomix.com 

月１回お楽しみ会を開催

しています。お部屋全体

が大変身！ダイナミックな

遊びが楽しめます★ 

毎月第１・４火曜日に 

身体測定を行っています。 

毎日少しずつ大きくなっていく

お子さんたちの成長を実感し

てみよう！！ 

毎週火曜日（第 1 火曜日を除く）に

リラ✿ｃａｆｅをＯＰＥＮしています！

お子さんは支援センターで 

お預かりします！ご希望の方には

ハンドケアを受けながらの 

悩み相談も行っています！ 

おひとりでのんびりと teatime を 

楽しまれませんか？ 

毎日、保育士による絵本の

読み聞かせや、手遊びを

終了時間前に取り入れてい

ます！簡単で楽しい手遊び

ばかりです！ 

いつもとは違ったお子さん

とのコミュニケーションに 

使って下さいね！ 

子育ての不安や悩みな

ど、いつでも相談を受け

付けています。保育士は

もちろん、子育て経験者

によるアドバイスも！ 

離乳食についてはレシピ

もお渡ししています！ 

利 用 者：０歳～３歳児までの

子どもと保護者 

開所日時：火・木・金曜日 

         12:30～17:30 



 

  

 

  

所在地：明石市二見町東二見 1836 番地の 1 

     (ふれあいプラザあかし西 1 階) 

電 話：(078) 945－0296 

利用者：0 歳から小学校就学前までの 

子どもと保護者 

利用時間：月～日曜日 9:00～17:00 

休所日：毎月第 4 日曜日 年末年始 

☆子育て相談☆ 

プレイルームで随時、相談を受け付

けています。保育士の他、プラザ内

には保健師・栄養士もおりますの

で、離乳食・成長・しつけのことな

ど気軽に声をかけて下さいね！ 

毎週火・金曜日の 10 時から手あそ

び、読み聞かせ等を楽しんでいま

す。誕生会や工作教室もあるよ。 

交通安全教室ではバスに乗

ったよ。クリスマスにはサン

タさんが遊びに来てくれま

した！ 

親子だんすで思い切り体を動

かしました。お母さんもリフ

レッシュ出来たかな？ 

絵本やおもちゃを使ってゆっくり親子

で遊んだり、お友だちと子育ての情報

を交換したり、子育ての悩みを保育士

に相談したり…  みんながくつろげ

て、元気になれる場所であればいいな

と思っています。みなさん、遊びに来

て下さいね！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

あそび・講座 対象者 開催日時 申込 場所 

ここいく（親子あそび） 乳幼児と保護者 10/５(金)・11/２(金)・12/7(金) 10:30～11:00 不要

プ
レ
イ
ル
ー
ム 

発達相談（発達支援センター保健師） 乳幼児の保護者 10/11(木)・11/８(木)・12/13(木)10：00～1１:３０ 随時

おもちゃ箱（親子あそび） 乳幼児と保護者 10/13(土)・25(木)・11/10(土)・22(木)・ 

12/８(土)・27(木) 10:30～11:00 
不要

ひだまりオープンスペース 妊婦とパートナー 10/14（日)・11/11(日)・12/9(日)10：00～12：00 要 

のびのび発育測定 乳幼児 10/ 14 (日)・11/11(日)・12/９(日) 10:00～16:00 不要

布おもちゃの日 乳幼児と保護者 10/16(火)・11/13(火)・12/4(火) 10:00～15:00 不要

いっしょにあそぼう（親子あそび） 乳幼児と保護者 10/19(金)・11/21(水)・12/19(水) 10:30～11:00 不要

アラカルト（音楽あそび） 乳幼児と保護者 10/20(土) 10:30～11:00 不要

つくってあそぼう 乳幼児と保護者 10/24(水)・11/27(火)・12/26(水) 10:00～15:00 不要

ぴよぴよミニ講座 乳幼児と保護者 

薬剤師さんの話   10/23(火) 13:30～14:30 

助産師さんの話   11/ ９(金) 10:00～11:00 

歯科衛生士さんの話 12/11(火) 10:00～11:00 

不要

パパのための子育て教室 
３歳までの子どものパパ、もうすぐパパになる

方、未婚の男性 
11/６(火)・13(火)・20(火)の３日間 19:00～20:30

 
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 10/18(木)・11/15(木)・12/20(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 か月の幼児の親 10/17（水）10:00～11：30 要 

生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー 

映画「うまれる」上映会 どなたでも 10/21(日) 14:00～16:00 要 

明石公園を歩こう 未定 11/17(土) 時間は未定 要 

もうすぐパパママ講座 H24 年２月～４月出産予定の妊婦とパートナー 11/24(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 11/24(土)  14:30～16:00 要 

クリスマスコンサート 未定 12/15(土) 時間は未定 要 

子育てわいわいトーク 4 か月～10 か月の乳児と保護者 12/21(金)  10:00～11:20 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 

東江井安心 

コミュニティ 

プラザ 

・・・子育て支援課からのおしらせ・・・ 
 

最近、“いのち”について考えさせられるニュースを頻繁に耳にす

るように思います。   

今年度、明石市の子育て支援事業として、『いのちの大切さ』をテ

ーマに、２回の講座を企画しています。 

その１回目として、８月１０日（金）に、マナ助産院の永原郁子先

生の講演会を行いました。講演会では、「ダメ」という言葉はできる

だけ使わずに、元気が出るような言葉がけを心掛けることや、ハグを

することで“自分のいのちを肯定できる子に育てること”、沢山の絵

本とふれあうことで想像力を養い、また、自分と異なる考え方や生き

方がある事を知ること、他者と比較しないことで、“他者のいのちを

肯定できる子に育てること”が大切だと教えてもらいました。 

また２回目として、１０月２１日（日）に『うまれる』という映画

の上映会を行います。自分たちの生まれてきた意味や家族の絆、いの

ちの大切さ、そして“生きる”ことを考えるドキュメンタリー映画で

す。 

  

ご存知ですか？
 

朝起きられない… 

朝起きると頭痛や立ちくらみ… 

なのに、夜になるとなぜか…元気！ 
 

それって起立性調整障害かも？ 
 

起立性調整障害とは、思春期の子ども

に多く、起床時の低血圧や頭痛や吐き

気、立ちくらみなどを引き起こす病気

です。 

朝起きられないことから不登校にな

ることもありますが、午後には自然に

回復するため、単なる『怠け』と捉え

られてしまいます。身近な人たちが

「起立性調整障害」を正しく理解し、

安心して過ごせる環境を 

つくってあげましょう。 
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