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適度な距離を保ちながら、
総合子育て支援センター職員と
ふれあい遊びを楽しみました。

岩津・恵田学区子育て支援の会

「プチ広場」

♪ちょこっとわらべうた♪
『どっちんかっちん』

ＣＯＮＴＥＮＴＳ

① どっちん かっちん かじやのこ

◆ちょこっとわらべうた
◆らーごむ～ちょうどいいってステキ～

② どっしーん

はだかで とびだす ふろやのこ

「子育てすくすくツアー」
◆子育て支援の会
◆子育て講座より

足を前に出して座り、ひざの上に

うたが終わったら足を開き、

◆家族といっしょに楽しい離乳食を
◆総合子育て支援センターからのお知らせ
・ひろばのお知らせ

お子さんをのせる。

「どっしーん」とお子さんの

お子さんのわきの下をしっかり支
え、リズミカルにひざを上下させる。

お尻を落とす。

・子育て講座のご案内
・地区子育て支援センターからの
お知らせ

☆あそびのバリエーション☆
ひとりで歩くお子さんは、両手をグーにして、両肩にのせて、
相撲のしこを踏むように足に力を入れ、リズムに合わせなが
ら歩いて楽しむこともできます。

【表紙のわらべうた】赤ちゃんから遊べるわらべうたあそび５５ チャイルド本社 参考引用

Lagom（らーごむ）は、「ちょうどいい」、「ほどよく心地良い」

らーごむ
～“ちょうどいい”ってステキ！～
～
「子育てすくすくツアー」

という意味のスウェーデン語。総合子育て支援センターは、必要以
上にがんばることも、手を抜くこともない、みなさんにとって“ちょうど
いい”子育てを見つけるお手伝いをします。

じりじりと照りつける太陽、夏本番です。猛暑日となることもあり、1日の過ごし方に工夫が必要になっ
てきますね。お出かけ前には「熱中症警戒アラート」を確認しましょう。愛知県に「熱中症警戒アラート」
が発令されている場合は、危険な暑さを避け、不要不急の外出は控えましょう。室内でもエアコンを上手
に使い、こまめな水分補給を心がけましょう。

長引く自粛生活の中、お出かけできる場所も制限がありますが、お子さんの成長は待ったなし！ どん
な経験をさせてあげられるかお悩みのママたちも多いでしょう。総合子育て支援センターでは、感染症対
策を行いながら、プレイルームを開放していますし、ご相談にも対応しています。
赤ちゃんとのお出かけ場所がわからない方、岡崎市に転入してきた方、子育てに孤独感がある方、子
育て中のみなさまに改めて総合子育て支援センターをご紹介します。
子育てすくすくツアー①

子育てすくすくツアー②

総合子育て支援センター

市内施設のご紹介

のご紹介
※動画が再生され、音声が流れます（Wi－Fi環境での利用推奨）

プレイルーム

ようこそ岡崎♪転入ママの集い

よちよちルーム
お子さんの生活リ
ズムで好きなとき
に利用したい方は

＊第４月曜日 13：30～14：30

＊月～土曜日 9：30～16：00

岡崎に転入してきた

・現在は１時間のご利用でお願

ママにおすすめ

いしています。
・よちよちルームお休みのときは

＊市外から転入してきた未就園
の親子 10 組
＊要予約 26-0706
・情報提供、質問会、座談会など

プレイルームを利用できます。

サークル活動

初めてママのためのひろば
同じ月齢の子育てを
しているママと話した
いママにおすすめ

＊現在１３サークル活動中

ねんね （３～４か月）火曜日

決まった仲間で

ころころ（５～６か月）水曜日
にこにこ（７～８か月）木曜日
＊13：30～14：30 各１０組

過ごしたいママに
おすすめ

＊１０：３０～１１：３０
（曜日はサークルによって異なる）

・どんな活動をしているか興味があ
る方はご相談ください。まずは見
学してみましょう。

・詳細は最終ページにあります。

☆その他、パパのためのひろば（詳細は最終ページ）、子育て講座、
妊娠中の方向けプレママ・プレパパツアーなど、開催しています。
☆子育て相談は随時対応しています（電話、来所、FAXなど）。
◆出張相談のおしらせ◆
１１日（水）悠紀の里
1８日（水）よりなん

身体測定
できます。

＜８月の相談日＞
１２日（木）なごみん
1９日（木）むらさきかん

２６日（木）やはぎかん

「出張相談」は予約制です。総合子育て支援センターにお申し込みください。

☎26-0706

☆８月に開催される、各地区の民生委員・児童委員協議会主催の
「子育て支援の会」の活動予定です。「子育て支援の会」に参加し、
お住まいの地区でお友だちを作ってみませんか？
☆ここに掲載してあるのは一部で、非公開で行っている地区や、地区
外でも参加できる会もありますので、詳細はお問い合わせください。
お問合せ：総合子育て支援センター ☎26-0706

８月子育て支援の会

12日（木）

ちびっこプーさん

常磐東学区市民ホーム

16日（月）

ぷちどんぐり

高根山公民館（竜美丘）

都合により中止になることがありますのでご了承ください。

◆予防接種のおしらせ◆

〈日本脳炎について〉

日本脳炎ワクチンの製造を一時中止していたため、供給が不安定になり医療機関の接種予約が取りにくい状況が続いてお
ります。そのため、国の方針で令和３年度は、４回接種のうち第１期の 2 回（1 回目及び 2 回目）の接種のかたを優先すること
になりました。詳しくは、市政だよりや市のホームページでご確認ください。ご不便をおかけしますが、ご理解いただきますよう

お問合せ：岡崎市保健所 保健予防課 ☎2３-６７１４

お願いいたします。

子育て講座「歯の健康」（むらさきかん）
４月27日（火）にむらさきかんで、保健部（保健所）健康増進課の歯科衛生士による「歯の健康」の講座を行
いました。乳幼児の歯の磨き方、おやつについての話などがありました。人形を使い、お子さんに仕上げ磨きをする
ときのコツや、歯磨きを嫌がるお子さんへの対処方法、歯が生え始める前から口のまわりをハンカチなどで触れ、
触られることに慣れてもらうことなど、歯磨きを習慣づける大切さがよくわかる講座でした。

赤ちゃんにはそれぞれ個性があり、離乳食もマニュアル通りに食べてくれ
るとは限りません。赤ちゃんが嫌がるときは無理強いしないで、おおらかに

♬

赤ちゃんが成長していく過程を楽しみましょう。
楽しい雰囲気で食べる体験が、「食べたい」という意欲につながります。
離乳食をすべて手作りするのは大変です。家族の食事を作る過程で、使える
食材を取り分けて離乳食にすることもできます。

家族と一緒の食事から「おいしさ」を共感することができ、離乳食の幅も広がります。

後期（９か月）以降の赤ちゃん
に

取り分けるタイミング
①まだ食べられない食材を

肉、野菜を炒め、だし汁で煮る。

入れる前
②大人の味付けをする前

＜大人用＞

＜赤ちゃん用＞

しょうゆ、酒、砂糖を

・肉を細かく刻む

加えて煮る。

・食べられる野菜を５～８㎜角
または、手づかみしやすい形に切る
※しょうゆ（少々）で味付けしてもＯＫ

岡崎市ホームページに

離乳食のすすめ方について

検索

赤ちゃん（月齢）に合わせ
て調理する
つぶす、水分を加えて
のばす(薄める)、きざむ、
ほぐす、とろみをつける

掲載していますので参考にしてください。
保健部

健康増進課

食育栄養係

林

総合子育て支援センターからのお知らせ
都合により講座等中止になることがありますのでご了承ください。

＊初めてママのためのひろば＊

★初めて（第一子）の子育てをしているママのためのひろばで『はじめの一歩』をしてみませんか？
同じくらいの月齢なら、思いや悩みも似ていて話しやすいと思います。親子で遊んだりママ友づくりや情報交
換ができたりする場としてご利用ください。
★13時30分～14時30分 （13時20分受付開始。受付前には入室できません。）
★対象１０組となりますが、人数を超えた場合は定員内であればプレイルームをご利用できます。

８
月

ねんねひろば（３か月～４か月）

ころころひろば（５か月～６か月）

にこにこひろば（７か月～８か月）

毎週火曜日
３日・１７日・2４日・31日

毎週水曜日
４日・１８日・２５日

毎週木曜日
５日・１９日・2６日

＊パパのためのひろば＊
★お子さんと一緒に音楽に合わせてふれあい遊びを楽しみませんか。
★第２、第４土曜日１０時３０分～ （１０時20分受付開始。受付前には入室できません。）
★対象６組となりますが、人数を超えた場合は定員内であればプレイルームをご利用できます。

子育て講座のご案内
講座名

開催日時

歯の健康
パパと遊ぼう
親子ふれあい遊び

9月2日(木)
10時～１１時

場所

講師

定員

西部地域

保健部（保健所）

乳幼児親子

交流センター

健康増進課

15組

やはぎかん

歯科衛生士

（抽選）

総合子育て

にじいろキッズ

支援センター

相川 優一氏

９月11日（土）
第1部（独歩可）10時～10時４５分
第2部（未歩行）11時～11時30分

９月２９日（水）

絵本について

第1部（1歳以上）10時～10時４５分
第2部（1歳未満）11時～11時４５分

おいしく食べよう
離乳食

総合子育て
支援センター

10月12日（火）

総合子育て

10時～11時30分

支援センター

乳幼児親子
各15組
（抽選）
乳幼児親子

霜田 美津子氏

各15組
（抽選）

保健部(保健所)

乳幼児親子

健康増進課

15組

管理栄養士

(抽選)

受付期間
７月16日（金）から
８月18日（水）まで
７月26日（月）から
8月26日（木）まで
８月１6日（月）から
９月１４日（火）まで
8月27日(金)から
9月27日(月)まで

講座は、電話（26-0706）、総合子育て支援センター受付、もしくはインターネット（電子申請総合窓口）のいずれかの方法
で、期間内（最終日１７時１５分まで）にお申し込みください。先着順ではありません。申し込み多数の場合は抽選となります。
参加対象は岡崎市在住の未就園の親子です。各地域交流センターの事務所で受付や問い合わせはできません。

☆８月１０日（火）～８月１３日（金）
地区子育て支援センターはお休みです。

地区子育て支援センター
からのお知らせ

☆８月１６日（月）～１０月８日（金）
豊富保育園の地区子育て支援センターは
新築移転のためお休みです。

★衛生面から大人の方は靴下の着用をお願いしています。お子さんは裸足で大丈夫です。
この情報紙「すくすく」は、岡崎市のホームページからも
ご覧いただくことができます。

すくすく

受付時間：８時30分から17時１５分まで
お問合せ：総合子育て支援センター ☎26-0706

