
あかし子育て相談室 

℡918-5610 

電話相談 

10～12 時 

13～16 時 

来所相談（要予約） 

10～12 時 

13～15 時 

 

 

 

 

 

 

 

「はい！あかし子育て相談室です」 

あかし子育て支援センター内の子育て相談室では、 

保育士や幼稚園教諭の資格を持つ子育てアドバイザーが、 

電話や来所による相談を受け付けています。 

平成２３年度は４２４件の相談をいただきました。 

       多くはママからですが、パパやおばあちゃんからも寄せられました。 

０歳～１歳では、授乳や夜泣きで夜に何度も起き、よく眠れない… 

       ２歳～３歳頃は、わがままで言うことを聞かないのでイライラして怒ってばかり… 

        ４歳～５歳頃は、お友達との関わりや集団生活での悩みなど。 

        全体としては、いっしょうけんめい作った離乳食を食べてくれなくて…や 

        好きなものばかり食べて…など食事についての相談が多くありました。 

       

      「話を聞いてもらって楽になりました」という声も聞かれます。 

       明るい気持ちで子育てできるように一緒に考えていきますので、 

      お気軽におはなしください。 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

食べることは心と体が成長するのにとても大切なことですね。 

家族そろって「おいしいね！」と楽しく食卓を囲むと食欲も増しますよ♪ 

にじのかけはし
あかし子育て支援センターだより 

№８４（Ｈ２４. ７） 

夏 号

７月～９月 

 

  

★献立★ 

パラパラチャーハン 

中華レタススープ 

杏仁豆腐 

 おいしくできたね！ 



みなさんの子育てを応援！子育て支援センターに遊びに来ませんか？

おおくぼ北

ここは子育て家族がふれあえる
ところ。親子でたくさん楽しん
でね！子育てに関する情報も
いっぱい！ママもパパもお友だ
ちになって、みんなで子育てを
楽しみましょう。

明石市内には子育て支援センターが６か所あります。
子育て支援センターは、子育てについて

の相談や楽しい行事を通して、みなさんの
子育てを応援していく場所です。いろいろな
遊びを一緒に楽しみながら、親子のふれあ
いや親同士の輪を広げていきませんか？
家の中でいつも子どもと二人きりだと、

落ち込んだり、イライラすることもありま
すよね。そんな時、ひとりで抱え込まない
で、子育て支援センターに遊びに来てくだ
さい。子どもと一緒に遊んだり、ママたち
との何気ないおしゃべりから「私だけじゃ

なかったのね」とホッとすることがありま
す。どんな些細なことでもかまいません。相
談ではなくおしゃべりのつもりで、いつでも
子育てアドバイザーに気軽に声をかけてくだ
さい。来所または電話でも、子育てに関す
る悩みやご相談を受け付けています。
また、講演会を実施して、子育てに役立つ

情報を提供したり、親子で楽しめるイベント
も実施しています。保育士による育児相談も
ありますので、ぜひお越しください。

所在地　：　明石市大久保町西脇３５７－１
電　話　：　080 - 4398 - 4800  (代表 高岸)

利用者　：　０歳からおおむね３歳までの子どもと保護者
利用時間：　月 ～ 金   9 :  00 ～ 16 :  00

休所日　：　土日祝・年末年始
場　所　：　国道２号線コカコーラ西、ビッグボーイの交差点（西脇口）を北へ２００Ｍ

3
英語でふれあい遊び

１０：３０ ～ １１：００

楽しい英語曲の手遊び・ふれあい遊びを体
験し、乳幼児の心身の発達を促すアクティ

ビティを学ぶワークショップです。

12
親子ふれあい遊び  １,２歳

１１：００ ～ １１：３０

親子でたくさん触れ合ったり、お友達と仲良
く遊んで楽しい時間が過ごせるように、いろ

いろな内容を用意しています。

13
身体測定　自由参加

９：００ ～ １６：００

乳幼児の身長と体重を測定します。成長記録
を残しましょう。

19
おもちゃ作り 自由参加

９：００ ～ １６：００ 

小さなお子さんから、昔子どもだった私たち
大人まで、親子で一緒に作って、遊んで楽し

みましょう。

24
絵本で子育て  自由参加

１０：３０～１１：００

 子どもにとって絵本から受ける影響は、人と
して成長していく上で大切な経験です。

 [ ＮＰＯ法人絵本で子育てセンター ]

30
身体測定　自由参加

９：００ ～ １６：００

乳幼児の身長と体重を測定します。成長記録
を残しましょう。

21
あかし健康作りの日

毎月21日は、「あかし健康作り」の日です。

市民が健康で明るく元気に生活し、さらには
子どもが健やかに育つことができる環境づく

りを目指して制定された日です。

子育て相談はいつでも受け付けています！
電話  ：  ０８０－４３９８－４８００ (代表 高岸) 
子育て支援センター うおずみ では、毎月最終水曜日 13 : 00 ～ 15:00 に、
専門家 (言語聴覚士) によるご相談を受け付けています。
予約は不要です。子育て相談から発達相談まで、お気軽にご相談ください。

ふるーつばすけっとひろば

子育て支援センター

７月 のイベント紹介

今回は、子育て支援センター「おおくぼ北」と「うおずみ」の２ヶ所を紹介します。



活動の詳細はブログ「http://fbcc.boo.jp」でもお知らせしています！

うおずみ

おもちゃや絵本で自由に遊んだ
り、親同士、子ども同士で交流
や情報交換をしたりできるプレ
イルームがあります。プレイ
ルーム内には、情報コーナー、
授乳コーナーもあります。

所在地　：　明石市魚住町住吉１丁目１－１６　
電　話　：　080 - 4398 - 4800  (代表 高岸)

利用者　：　０歳からおおむね３歳までの子どもと保護者
利用時間：　月～水・金土  9 :  00 ～ 16 :  00

休所日　：　木日祝・年末年始 
場　所　：　明姫幹線沿い（ラムー、西松屋西側）

9
フルーツパフェさんと遊ぼう

１１：００ ～ １１：３０

絵本楽しみ隊フルーツパフェさんと一緒
に、絵本や紙芝居、ふれあい遊びで楽しい

ひと時を過ごしましょう。

13
おもちゃ作り  自由参加

９：００ ～ １６：００

小さなお子さんから、昔子どもだった私たち
大人まで、親子で一緒に作って、遊んで楽し

みましょう。

14, 30
身体測定　自由参加

９：００ ～ １６：００

乳幼児の身長と体重を測定します。成長記録
を残しましょう。

17
赤ちゃんふれあいマッサージ

１０：３０ ～ １２：００

ベビーマッサージはお母さんが赤ちゃんとふ
れあい生命の尊さを実感することができる

「心のコミュニケーション」です。

20
おじいちゃんおばあちゃんと遊ぼう

１３：３０～１５：００

おじいちゃん、おばあちゃんも一緒になって
子どもたちと遊びましょう！お気軽にご参加

ください。

25
絵本で子育て  自由参加
１０：３０～１１：００

 [ ＮＰＯ法人絵本で子育てセンター ]

子育て相談 自由参加
１３：００ ～ １５：００

専門家 (言語聴覚士) によるご相談を受け付
けています。お気軽にご相談ください。

子育て応援団！ふるーつばすけっとひろば
(特定非営利活動法人  フルーツバスケット )

《団体概要》
個々の家庭ごとのニーズに合った一時保育サービスや、行政等からの託児委託業務
を実践し、子育て中の親のリフレッシュの場を提供しています。

《活動目的》
わたしたちの活動目的は『子育ての喜びを実感できる環境づくり』です。
● 子どもたちが楽しく過ごせる環境づくり
　お預かり保育、親子活動等で、個に応じた関わりにより子どもたちを見守ります。
● 保護者の心のケアの環境づくり
　育児相談が出来る環境を充実させ育児不安の軽減を図ります。
● 新たな雇用の環境づくり
　チームジョブによる新たな雇用システムにチャレンジしています。

NPO法人 フルーツバスケット

住所：神戸市垂水区五色山4-16-10

TEL：０８０－４３９８－４８００

代表者名：高岸 益子

設立年月日：2007年２月

Web：h t t p : / / f b c c . b o o . j p /

ふるーつばすけっとひろば

6
親子ふれあい遊び  １,２歳

１１：００ ～ １１：３０

親子でたくさん触れ合ったり、お友達と仲
良く遊んで楽しい時間が過ごせるように、

いろいろな内容を用意しています。

次回は、子育て支援センター「にしあかし」と「あかし西」を紹介します。お楽しみに！

子育て支援センター

７月 のイベント紹介

http://fbcc.boo.jp
http://fbcc.boo.jp
http://fbcc.boo.jp
http://fbcc.boo.jp
http://fbcc.boo.jp
http://fbcc.boo.jp


 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

いっしょにあそぼう（親子あそび） 乳幼児と保護者 
7/18(水)・8/15(水)・9/19(水) 

1０：３0～1１：00 
不要

プ
レ
イ
ル
ー
ム 

ここいく（親子あそび） 乳幼児と保護者 7/6(金)・8/3(金)・9/7(金) 1０：３0～1１：00 不要

おもちゃ箱（親子あそび） 乳幼児と保護者 
7/14( 土 )26( 木 ) ・ 8/11( 土 )23( 木 ) ・

9/8(土)27(木) 1０：３0～1１：00 
不要

つくってあそぼう 乳幼児と保護者 
7/24(火)・8/28(火)・9/25(火) 

1０：００～1５：００ 
不要

布おもちゃの日 乳幼児と保護者 
7/10(火)・8/14(火)・9/１1(火)  

1０：００～1５：００ 
不要

のびのび発育測定 乳幼児 7/８(日)・8/12(日)・9/9(日)1０：００～1６：００ 不要

ぴよぴよミニ講座 乳幼児と保護者 
栄養士さんの話   7/5(木)10：３0～11：３0 

臨床心理士さんの話 8/22 (水)10：３0～11：３0

安全についての話  9/28(金)10：３0～11：３0

不要

ひだまりオープンスペース 妊婦とパートナー 7/8(日)・8/12(日)・9/9(日) 10：00～12：00 要 

発達相談（発達支援センター保健師） 乳幼児の保護者 
7/12(木)・ 8/9(木)・9/13(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 ９/１４(金) 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 
7/19(木)・8/23(木)・9/20(木) 

 10：00～1２：０0 
不要  

わいわいトーク（座談会） 4 か月～10 か月の乳児と保護者 8/24(金) 10：00～1１：20 要 

生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー 

もうすぐパパママ講座 
①１０～１２月出産予定の妊婦とパートナー 

②１２月～H２５.２月出産予定の妊婦とパート

ナー 

①7/21(土) 1４：００～1６：００ 

②9/8(土)   1４：００～1６：００ 

①申込
 終了
②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 7/21(土)・9/8(土) 1４：３０～1６：００ 要 

子育て親育ちセミナー 
（「３歳児」って？） 

2 歳８か月～３歳６か月の幼児の保護者 7/3(火) 1０：00～11：３0 
申込
終了

子育て講演会 子育てに関心のある方ならどなたでも 8/10(金)14:00～16:00 要 

それゆけ！親子忍者 未定 9/16(日) 時間は未定 要 

小学生と遊ぼう 小学生と保護者 8/1(水) 13:30～16:00 要 
 

中高生と赤ちゃんとのふれあい講座 市内在住または在学の中高生 8/10(金)・８/11(土) 1０：00～15：３0 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 

       「おやつ」って心がほっとなごむことば

ですね。子どもにとって 3度の食事で不足する栄養を

補うものと考えましょう。 

次の食事の妨げにならないように時間はあらかじめ

決めておきます。ダラダラと与えるとむし歯の原因に

もなります。 

また水分の多いもの（牛乳、果物）と組み合わせると

栄養が吸収されやすいですよ。 

買う時は表示をよく確かめて添加物の多いものや色

の濃いものはさけたいですね。 

    バナナジュース 
  ＊材料 
   バナナ乱切り 
   水または牛乳 cup1/2 
   好みでレモン汁大さじ１ 
  ＊作り方 
   ミキサーで 30 秒回す 
  *応用・・・いちごやみかん

などもいいです。 
  夏場はカットフルーツを  
  冷凍しておくとひんやり 

ジュースになります。 

男 女 共 同

参 画 セ ン

ター他 
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