
 

 

 

 

 

 

あかし子育て支援センターのプレイルームは、０歳から小学校就学前までの子どもや保護者

が、おもちゃなどで自由に遊び、親同士、子ども同士の交流ができる場所です。 

プレイルームでは色々な講座やイベントも行っています。子育てアドバイザーによる「いっ

しょにあそぼう」や「つくってあそぼう」は、各ご家庭で子どもと一緒にできるふれあい遊び

や、おもちゃ等の制作をしています。ちょっと知りたい栄養士や歯科衛生士さん等の専門家の

お話は、「ぴよぴよミニ講座」として月に１回開催しています。その他のイベントも、本誌４

面に掲載していますので、ぜひご覧ください。 

時々「何歳から参加できますか？」「うちの子、じっとしていないけれどいいですか？」と

いうご質問があります。プレイルーム内で行うものは、基本的にどなたでもご参加いただけま

す。もし他の子どもと同じように体を動かしていなくても、乳児は目で見て・耳で聞いて、そ

の場の雰囲気を楽しんでいます。少し大きくなると、自分で動くことを楽しむ子、できるけれ

どじっと周りを観察している子、恥ずかしくて親のそばから離れないけれど楽しんでいる子な

ど様々に個性も出てきます。大勢の中で見る我が子は、普段家にいる時とちょっと違って見え

るかもしれませんが、「こんなことができるんだ！」という思わぬ一面の発見や、同じ子育て

中の仲間が見つかる場となるかもしれません。 

「ちょっと行ってみようかな！」と思うものがあれば、是非一度、参加してみませんか？ 

いつでもお待ちしています！ 

 

 

  

あかし子育て支援センターだより 

にじのかけはし
№９２（Ｈ２６.７） 

あそびにきてね！

夏号 

７月～９月 

 切ったり貼ったり… 

いろんな物が、すてきな 

おもちゃや作品にへんし～ん！ 

子どもと一緒に聞ける 

子育てに関する 

専門の先生のお話です！ 

 お誕生月のおともだちを 

みんなでお祝いして 

うたや絵本や手あそびで 

いっしょにあそぼう！ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「赤ちゃんの駅」は 

    ご存知ですか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子育て支援情報 

絵本を通しての「子育て親育ち」を目指して、平成１９年に活動を開始！それ以

降、絵本の楽しさ、大切さを伝えようと活動されています。 

 あかし子育て支援センターのプレイルームでも、月に１回、子育てのワンポイントアドバイスを含む

『親子でゆったりえほんじかん』として、絵本や紙芝居などの読み聞かせを中心に、手遊び・親子ふれ

あい遊び等を提供いただいています♪ 

 

前回から、子育て支援センターでご協力いただいている

子育て支援ボランティアを紹介しています。 

今回はその中から NPO 法人「ここいく」を紹介します。

 

子育て支援ボランティア 

ご紹介！ 

ここいく 

このステッカーが 

 目印です！ 

 

 明石市では、授乳やオムツ替えのために誰でも気軽に立ち寄ることの出来る施

設を、「赤ちゃんの駅」として登録していただく事業を行っています。外出の際、

赤ちゃんが泣き出したり、おむつを替えたいと思われた時など、ぜひお気軽に「赤

ちゃんの駅」をご利用ください。 

詳しい登録施設は、HP「あかし子育て応援ナビ」でご確認いただけます。ま

た、こういう施設が「赤ちゃんの駅」なら便利なのになぁ…というところがあれ

ば、ぜひご意見をお聞かせ下さい。 

（お問い合わせ先）子育て支援課 支援係 TEL：918-5597 

 「赤ちゃんの駅」を

クリックしてね！ 

HP『あかし子育て応援ナビ』 

子ども達もお姉ちゃんに遊んでもらって、

とっても嬉しそうだったよ♪ 

 

終日は、練習した手あそびや

紙芝居を、みんなの前で披露し

てくれました！ 七夕飾りの準備中！！ 

 家庭での絵本の読み聞かせ

は、親と子が自然にふれあ

い、お話の世界で心を通わせ

る楽しいひととき。その積み

重ねが子どもの「こころ」を

育み、親子のコミュニケーシ

ョンやきずなを深めること

につながりますよ♪ 自由参加です。 

活動日は４面を見てね♪ 

トライやる・ウィーク情報 

今年も各子育て支援センターでは、「トライやる・ウィーク」の受け入れを行い、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３日～６日、市内４校から５名の中学生が来てくれました！

初は緊張していたけれど、だんだん慣れてきて、自分から子ども達と関わっていく姿が見られました。

お母さん達もとても温かく迎えてくださって、ありがとうございました（＾＾） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ≪乳幼児期の健康≫ 

<成長と発達について>  

「ハイハイしてない。。。」「まだおしゃべりできてない。。。」

育児書やインターネットからの情報、同じ月齢の隣の子。ど

うしても自分の子どもと比較してしまって、「できてない！

どうしよう！」と焦ってしまいますよね。 

でも、同じ年齢・月齢の子でも、発達の進み具合が同じと

は限りません。特に、乳幼児期の子どもの発達は、とても 

個人差が大きいものです。 

例えば、“おしゃべり”に関して言うと、早い子とゆっく

りな子とでは２年近い差が出ることもあります。 

性格がそれぞれ異なるように、発達の進み具合もそれぞれ

異なるのです。 

大切なのは、子どものペースで大人が笑顔で関わること。

焦る気持ちは分かります。でも、焦り過ぎて怖い顔になっ 

ていませんか？子どもたちは、ママが笑って関わってくれ 

ることで、のびのびと育っていくのです。 

臨床心理士   原 佳代子 

 

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 

＊足を伸ばして座り、子どもをひざに乗せてあそびます。

あそびのアレンジ 

さ るの  こしかけ  めた かけ  ろ       めた かけ ろ   どっしーん

歌に合わせて、ゆっくりと 

ひざを上下に動かす。 

足を開いて、「どっしーん」と

子どもを床に落とす。 

うたのエピソード

大きくなったら、複数の

子どもを足に乗せて遊ん

でも、楽しいです。 

「さるのこしかけ」は、堅

くて丈夫なきのこの一種。

「めたかけろ」は、方言で、

どんどん座ろうという意

味です。 

言語聴覚士 江原 加寿子 先生 

規則正しい生活 体の発達に沿った運動 

（はいはい、歩く、走る）

情緒の発達 

（安定した親子関係） 

手を使う 

（あそぶ、服を着る） 

豊かな体験・経験 

（触れる、感動する） 

ことばでわかりあう 

（やった～） 

ことばを教える 

（ねこだよ、ふわふわしてるね） 

構音器官の訓練 

（かむ、飲みこむ、吸う、吹く）

ことば 

「ことば」にたどりつくには、土台作りが大切です。規則正しい生活

を送り、大人との関わりの中で、いっしょにあそび、心を通いあわせ

ましょう。 

親子が心身・精神ともに健康で、笑顔で向き合えることが、ことばの

発達につながります。 

ここことととばばばををを育育育むむむプププロロロセセセススス   

吃吃吃音音音ののの子子子どどどもももににに対対対しししてててははは   

・話の中身に耳を傾ける   

・子どもの話にコメントを入れるなら、 

肯定的に 

・ゆったりと話しあうことを心がける 

・「話し方」へのこだわりは捨てる 

・「どもってもいい」という気持ちで接する

ことばがわかる 

楽しくあそぶ 聞く力を育てる 

さるのこしかけ 
めたかけろ めたかけろ 

どっし～ん

ぴよぴよミニ講座より 

～ことばの発達について～ 



『はい、あかし子育て相談室です』 
平成２５年度、あかし子育て相談室には 461 件の相談がありました。うち 95%は母親からの相談でしたが、父親、

両親、祖母からの相談も増えてきています。相談は、「授乳や卒乳・離乳食」、「夜泣きを 

含む生活リズムやトイレトレーニング」、「成長・発達」、「子どもの病気やけが」、「子ども 

との関わり」についての順に多く、「子どもとの関わり」についての相談は、年齢が大きく 

なるにつれ、増えていくようです。自我の芽生えと共に「我が子とどのように接すれば良い 

か」という新たな悩みが出てきたり、特に初めての子育てでは、日々の成長の中で子どもとの 

様子が気になり不安になったり、二人目の子どもの誕生に伴って、上の子どもとの関わりに 

ついて悩んだり・・。そんな時、誰かに話すだけでも、随分、気持ちが軽くなるものです。 

あかし子育て相談室では、子育てに関わる皆様の悩みや不安を一緒に考えていきたいと思っています。 

「こんなこと聞いて良いのかな」などとひとりで悩まず、どんな事でもお気軽にご相談下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 7/4(金)・8/1(金)・9/5(金) 10:30～11:00 不要

プ
レ
イ
ル
ー
ム 

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 7/10(木)・9/11(木)10:00～11:30 随時

おもちゃ箱（親子あそび） 乳幼児と保護者 
7/12(土)・24(木)・8/９(土)・28(木) 

9/13(土)・25(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） 

7/13(日)・8/10(日)・9/14(日) 10:00～12:00 随時

のびのび発育測定 乳幼児 7/13(日)・8/10(日)・9/14(日) 10:00～16:00 不要

布おもちゃの日 乳幼児と保護者 7/16(水)・8/20(水)・9/17(水) 10:00～15:00 不要

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 7/18(金)10:30～11:30 

薬剤師さんのお話  8/ 5(火)13:30～14:30 

交通安全のお話   9/30(火)10:30～11:30 

不要

つくってあそぼう 乳幼児と保護者 7/23(水) 10:00～12:00、13:00～15:00 不要

臨床心理士による相談 乳幼児の保護者 8/12(火)10:00～11:30 要 

いっしょにあそぼう（親子あそび） 乳幼児と保護者 8/15(金)・9/19(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 9/9(火) 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 7/17(木)・8/21(木)・9/18(日) 10:00～12:00 不要  

子育て親育ちセミナー（我が家らしい

子育てを～子どものしつけと発達～） 
２歳８か月～４歳２か月の子どもの親 7/9(水) 10:00～11:30 要  

子育て講演会 子育てハッピーアド

バイス「大好き！を伝えよう」 
（申込終了） ７/4（金）14:00～15:30  終了

生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー 

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 
7/19(土) ９/13（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 
7/19(土) ９/13（土）14:30～16:00 要 

子育てわいわいトーク 
平成 26 年 3 月 1 日生まれ～5 月 31 日

生まれの子どもと保護者 
7/25・8/1・8(金)の３回連続講座 

各日 13:３0～15:00 
要 

電話相談

272件

プレイ

ルームで

の相談

163件

来所相談

26件

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 

男女共同 

参画センター 

東江井安心 

コミュニティ 

プラザ 

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 


