
 

 

 

 

 
 

 

あかし子育て支援センターだより 

にじのかけはし
№９６（Ｈ２７.７） 

７月～９月 

夏号 

七夕の季節を迎え、夜空を見上げる機会が多くなるこの頃ですね☆彡 

  

 詩人 金子みすゞさんの詩に「星とたんぽぽ」という詩があります。 

 その詩の一節を紹介させていただきます。 

 

   青いお空の底ふかく、   海の小石のそのように 

夜がくるまでしずんでる、 昼のおほしは眼にみえぬ。 

みえぬけれどもあるんだよ、みえぬものでもあるんだよ。  

 

昼のお星さまのように、目には見えにくいもの・・・ 

そのひとつ・・・ 

ひとりひとりの子どもの輝きも、目には見えにくいかもしれません。 

でも、ちゃんと それぞれの光で輝いている！ 

 

周りの大人が、子どもの持っている大事なものに気づき、成長を願い、 

見守っていく。 

 

「子育ては その子の持つ輝きを見つける仕事かなぁ・・・」 

夜空を見上げて そんな事を思いました。 

 

あかし子育て支援センターでは、これからも利用者の方々とともに  

「お子さんの中の一番星を見つけていけたら・・・」と願っています☆ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子育て支援情報 

より子育てにやさしいまちを目指して、新しい事業がスタートしました！ 

 

 

３つ目は、「子育てスタート応援事業」です。明石市に住民登録のある生後６か月未満の

乳児の保護者が、家事および育児に関するヘルパーサービスを２時間分ご利用

いただける「子育て応援券」を、対象のご家庭にお送りします。  

お問い合わせ先： 子育て支援課調整係（☎918-5097） 

最初に紹介するのは、「あかし子育て応援企業認定事業」です。 

地域みんなで子育てを応援するまちづくりを目指して、子育てにやさしい

取り組みを積極的に行う企業を認定する事業を始めました。趣旨にご賛

同いただき、申請して頂いたのは、6/１８現在で１３０事業所にのぼり

ました。目印はこのわらし君の認定マークです！今後、認定企業の取り

組み等を広く PR していきます。 

みなさんの知っているお店や事業所でも、この認定マークが貼ってあ

るかもしれません。見つけてみてくださいね。  

お問い合わせ先： 子育て支援課支援係（☎918-5597） 

２つ目は、「あかし子育てナビゲーター」。「あかし子育て支援センター」と「子育て支援

センターうおずみ」では、子育てに関する心配事や、わからないこと等の相談に応じます。 

例えば「うちの子は保育園、幼稚園、認定こども園のどこに入園できるの？」「近所でママ

とつながりたいけど、どこへ行けばいいの？」などの相談があれば、その方のニーズに合った

施設や地域の子育て支援サービス(一時預かり、放課後児童クラブ、 

子育てサークル、ファミリーサポートセンター等）の情報提供と 

利用支援を行います。お気軽に子育て支援センターへお越し下さい。 

お問い合わせ先： 子育て支援課支援係（☎918-5597） 

 

6 月の子育て支援センター 

今年も各子育て支援センターに、「トライやる・ウィーク」の中学生たちが来てくれました！

あかし子育て支援センターと子育て支援センターおおくぼでは、６月２日～５日の間、市内４校

から５名が参加。みんな、子どもが大好きで、何をするにも積極的。壁面の製作や、プレイルー

ムの親子への紙芝居等をしてもらいました。 

中でもプレイルームを利用している親子と 

交流した時間が一番楽しかったようです！ 

プレイルームで温かくお迎え下さった 

みなさん、どうもありがとうございました。 

今後も、安心して子育てができるまちづくりを進めていきます！ 



 

                               

                   

 

               

  

 

  

  

  

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪あかし子育て相談室・Tel  918-5610≫ 

子育てアドバイザーによる、育児相談。 

電話相談：10 時～12 時/13 時～16 時 

来所相談：10 時～12 時/13 時～1５時(要予約) 

プレイルームでの相談は、随時受け付けています。

平成 26 年度は、437 件の相談がありました。 

多かったのは、子どもとのかかわり方や、授乳・離

乳食、成長・発達についての相談でした。中には相

談ではなく「話を聞いてください」という方もいら

っしゃいます。一人で悩んでいる方、お話を聴かせ

てください。一緒に考えていきましょう。 

≪発達支援センター保健師による相談(要予約)≫ 

 子どもの発達面で気になる事や、心配な事につ

いて。（相談日は４面をご覧ください。） 

≪臨床心理士による相談(要予約)≫ 

 子育てでの心配事や、育児疲れなど。 

 （相談日は４面をご覧ください。） 

≪助産師による相談≫ 

 赤ちゃんと産後のママの健康の事や、おっぱい 

ケアなどについて。妊婦相談もしています。 

 毎月第２日曜日 10 時～12 時 

 ※同日の 10 時～16 時は、のびのび発育測定も

しています。ご利用ください。 

プレイルームでは、保健師・臨床心理士・助産師・子育てアドバイザー
による相談を受け付けています。お気軽に声かけください。 

「子育て相談」編 

大人の足の甲に子どもを立たせて、落ちない

ように支えたり、手を持ったりして歩きます。

向き合って歩くのが上手になったら、２人とも

前を向いてロボット歩きをしてみましょう。 

向かい合って、子どもの手を持ち 

ピョンピョンとばせてみましょう。 

とんだときに高くとべるように、 

上に持ち上げてみましょう。 

 
大人が足を広げてすわり、その内側

で軽いボールを手渡しあい、次第に投
げて渡すようにします。できたら、少
しずつ距離を広げていきましょう。 

≪乳幼児期の発達≫ 

<１歳児>  

1 歳のお誕生日を迎えた頃から、身体の

動きは大胆になり、手先もより器用になり

ます。言葉も、「ぱっぱっぱっ」「まんまん

まん…」などの音の一部が「パパ」「ママ」

などの意味のある単語に変わり、話せる単

語もだんだん増え、やがて「マンマ、ちょ

うだい」などの二語文に発達します。また、

1 歳半頃から「自分でやりたい ‼」気持ち

が現れるものの、まだまだ、口ではきちん

と説明できません。そのため、指さしで自

分の気持ちを伝えようとしたり、思い通り

にならなくてかんしゃくを起こすこともあ

ります。そんな時、大人が子どもの気持ち

を代弁すると、子どもは、自分の気持ちを

表す“言葉”があることを知ります。その

気づきが、子どもが“言葉”を使って自分

の気持ちを伝えることにつながります。 

 

     臨床心理士 佐野 智里 

 

 ほっとひといき 

親子ふれあい体操 ＜１歳児編＞ 

①キャッチごっこをする

②手につかまってピョンピョンとぶ 

③ペンギン歩きをする 

立位での活動が始まるこの時期に、いろいろなバランスあそ

びに楽しく取り組んでみましょう。 

これらのあそびの経験が、安全に活動できる基礎づくりとな

っていきます。 

資料提供：前橋明・早稲田大学人間科学学術院教授



 

 

 

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 7/３(金)・8/7(金)・9/4(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 
臨床心理士さんのお話 7/7(火) 10:30～11:30 

保健師さんのお話 8/4(火) 10:30～11:30 

木育のお話９/16 (水) 10:30～11:30     

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 7/9(木) ・ 9/10(木)  9:30～11:30 随時

おもちゃ箱（親子あそび） 乳幼児と保護者 
7/11(土)・23(木) ・8/8(土)・27(木)・ 9/12(土)

10:30～11:00 
不要

ひだまりオープンスペース 
（沐浴実習） 

妊婦とパートナー 
（日曜開催時は助産師相談も受付） 

7/12(日)・8/9(日)・8/19(水)・9/13(日) 

10:00～12:00 
随時

のびのび発育測定 乳幼児 ７/12(日)・８/9(日)・9/13(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 
７/14(火)・８/1１(火) 10:30～11:00 

９/８(火) 14:30～15:00 
不要

布おもちゃの日 乳幼児と保護者 7/22(水)・8/26(水)・9/23(水) 10:00～15:00 不要

臨床心理士による相談 乳幼児の保護者 ８/18(火) 10:00～11:30 随時

ぴょんぴょん 
～ボランティアさんとあそぼう～ 

乳幼児と保護者 9/9(水) 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 7/16(木)・8/20(木)・9/17(木) 10:00～12:00 不要  

子育てわいわいトーク 
平成 27 年 2 月～４月生まれの乳児と保護者 7/10(金)・17(金)・24(金)  

3 回連続講座
各日 13:30～15:00

終了

生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー 

平成 27 年４月～６月生まれの乳児と保護者 9/11(金)・18(金)・25(金) 要 

もうすぐパパママ講座 

平成 27 年９月～12 月に第１子を出産予定の妊

婦とパートナー 
7/11(土) 14:00～16:00 終了

平成 27 年 11 月～平成 28 年 2 月に第１子を出

産予定の妊婦とパートナー 
9/12(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 
7/11(土)・9/12(土) 14:15～16:00 要 

みんなで一緒にふれあい体操 2 歳～就学前までの子どもと親 ８/2(日) 14:00～15:30 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 

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 支援係） 

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

夏号は、ピョン！と飛び出す 

カエルの作り方を紹介します。 

歌をうたいながらあそぶと 

楽しいですよ！！ 

ラップの芯 1/2 

割りばし 1 本 

折り紙 4 枚 

目２・手２ 

足２・おなか１ 

つないだじゃばら折り 

の下部を、テープでと 

めて割り箸を付けます。

目や手、足、おなかも 

のりでつけます。 

【材 料】 

3 枚の折り紙を、ジャ 

バラ折りにしてつなぎ 

ます。 

1 枚はラップの芯に巻 

いて、のり付けします。 

【作り方】 

♪かえるが      ピョン 

♪いないいなーい   ばあ   

かえるがピョン 作詞・曲 岡田純子 

目と目の間に鼻を描い

て完成です！！ 

ジャバラ折りの、左右

の端にテープを付け→

のところに貼ります 

←→

○1              ○2             ○3              ○4  

♪歌をうたいながら♫

ピョンピョンして 
あそんでね！ 

東江井安心 

コミュニティ 

プラザ 


