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３月

♪ちょこっとわらべうた♪

『 ゆすらん かすらん 』
ＣＯＮＴＥＮＴＳ
◆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～
子どもの服装について（春夏）
◆子育て支援の会
◆わくわく楽しい、元気っ子のおやつ♪
◆総合子育て支援センターからのお知らせ
・初めてママのためのひろば
・子育て講座のご案内

＊ゆすらんかすらん
＊たかいやまこえて
＊ひくいやまこえて
＊あっぱっぱっ

（膝の上に乗せて左右に揺らします）
（膝を立てます）
（膝を水平にします）
（はずませてから最後の"ぱっ"で
開いた足の間に落とします）

Lagom（らーごむ）は、「ちょうどいい」、「ほどよく心地良い」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。

らーごむ
～”ちょうどいい”ってステキ！～
「子どもの服装について（春夏）」

いつの間にか冬の寒さが遠ざかり、陽だまりに小さな春を見つけることができるようになってきました。温かく
なってきたかと思うと肌寒い日もあり、服選びに悩んでしまうママも少なくないと思います。今月は、11月号に続き、
子どもの服装についてご紹介します。

０～１歳児
♡
春

１～２歳児

+

or

≪基本≫肌着＋ツーウェイオールorロンパース
※４か月を過ぎると足の動きも活発になります。
肌着の上にロンパースを着せることで足の動き
の妨げのならない服装になります。

☆
夏

+

♡
春

※汗をかくようであればコンビ肌着にするなど調節
しましょう。３か月以降は重ね着をすると暑くて汗を
たくさんかいてしまうことがあるかもしれません。
※10か月頃からは、上下が分かれた服装にすると、
着脱しやすくなります。

※少し肌寒い時のた
めに、羽織るものがあ
ると良いでしょう。

+

+

≪基本≫肌着＋Ｔシャツ＋短パン
※肌着は、通気性の良いものがいいでしょう。
※２歳になると走り回れるほど活動的になり
汗もたくさんかきます。着替え用に少し多めに
枚数を揃えておきましょう。

ポイント
素材の特徴をよく知ることがより良い服装選びにつながります
ガーゼ
天竺
フライス
スムース
パイル

+

≪基本≫肌着＋薄手のトレーナー＋長ズボン

☆
夏

≪クーラー使用時基本≫肌着＋ツーウェイオール

+

織り目が大きく通気性が良く、乾きやすい。やや伸縮性に劣る。
柔らかい触り心地でさらっとした着心地。
通気性に優れ伸縮性も抜群、肌着として年中使用できます。
肌着用としてはやや厚め、やさしい手触り。
タオルなどに使われ厚みがある。吸湿性、保温性に優れている。

〈参考〉
ユニチャームホームページ
ＫIＤＳＮＡキズナ
https://kidsna.com/magazine

◆ 心理士による面接相談と子育てワンポイントアドバイス ◆
５日（火）・12日（火） よりなん
７日（木）・14日（木） むらさきかん
28日（木） なごみん

６日（水）・13日（水） やはぎかん
19日（火）・27日（水） 悠紀の里

「面接相談」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。「子育てワンポイントアドバイス」は予約不要
で、11時20分頃からプレイルームで行います。
「面接相談」と「子育てワンポイントアドバイス」の詳細は総合子育て支援センターへお問い合わせください。 ☎26-0706

☆３月に開催される、地区の民生委員・児童委員協議会主催「子育て支援の
会」の活動予定です。各地域の「支援の会」を利用し、自分が住んでいる地
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もあります。また
予約の必要な会や地区外でも参加できる会もありますので、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

３月子育て支援の会

1日（金） 小豆坂エンジェルの会 小豆坂学区市民ホーム 13日（水）
５日（火） 矢西ペンギンクラブ 矢西学区市民ホーム
８日（金）

14日（木）

やきたバンビの会 矢作北学区市民ホーム 14日（木）
ぴよぴよ

こっこの会

根石学区市民ホーム

ちびっこプーさん 常磐東学区市民ホーム
こばとの会

山中学区市民ホーム

大門学区市民ホーム

21日（木）祝

あじさいの会

愛宕学区市民ホーム

12日（火） きたのミニバンビの会 北野学区市民ホーム

28日（木）

はねっこ広場

羽根学区市民ホーム

12日（火）

◆春分の日◆
春分の日は、「自然をたたえ、生物をいつくしむ」という意味がある国民の祝日の一つで、ご先祖様
に感謝をする日とも言われています。昔の人は、自然に感謝し春を祝福する日だと感じていたようで、
長い間冬眠をしていた動物たちが春の訪れと共に動き始め、人々もやる気に満ち溢れている時期
だったようです。
昼と夜の長さが等しくなる日といわれていますが、実際は昼の方が少し長いそうです。法律では「自
然を称え、将来のために、努力する日」として定めています。

わくわく楽しい、元気っ⼦のおやつ♪
コーンチーズトースト

（1人分109キロカロリー）

材料（2⼈分）

作り⽅

⾷パン（6枚切り）

①⾷パンにマヨネーズ

・・・ １枚

をぬり、ホールコーン

マヨネーズ

とミックスチーズをの

・・・ ⼩さじ１ せてトースターで焼
ホールコーン⽸
・・・ ⼤さじ1
ミックスチーズ

く。
②⼦どもの⾷べやすい
⼤きさに切る。

・・・ ⼤さじ1

朝ごはんにもオススメ！

朝ごはんを食べましょう
元気に１日を過ごすために、朝ごはんは
大切です。
朝ごはんを食べると体温が上昇して血流
が良くなり、よく噛むことで脳や胃腸が刺
激され、頭と体が目覚めます。
体温をあげてくれる食べ物は「たんぱく質
が豊富」なものになります。
たんぱく質とは、魚や肉、卵、チーズ、大
豆製品です。朝ごはんの時に食べるよう
にするといいですね。

保健部 健康増進課 管理栄養⼠ ⽼平

総合子育て支援センターからのお知らせ
*初めてママのためのひろば*

『はじめの一歩』をしてみませんか？
時間は13時30分～14時30分です。（祝祭日はお休みです。）

ねんねひろば

ころころひろば

３か月～４か月
（毎週 木曜日）
（７日・14日・28日）

３月の予定

にこにこひろば

５か月～６か月
（毎週 火曜日）
(５日・12日・19日・26日）

７か月～８か月
（毎週 水曜日）
（６日・13日・20日・27日）

★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。あくまでも自由参加です。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参加してみてください。（申込、予約不要）
★駐車場は、支援センター南側のみで、枠外駐車は禁止となっております。満車の時は駐車することができま
せん。御理解、御協力をいただきますようお願いします。
★毎週土曜日10時30分から「パパのためのひろば」を行っています。お子さんと一緒に音楽に合わせて体を
動かしてみませんか？ ✿ママも一緒に参加できます。
★各「ひろば」は、たんぽぽルームで行います。プレイルームは通常通り開放しています。

子育て講座 「わらべうた」

子育て講座 「パパと遊ぼう」

日時 ４月２日（火）独歩可・・・10時～10時45分
未歩行・・・11時～11時45分
場所 総合子育て支援センター
講師 楫野 加津子先生
定員 乳幼児親子 各20組（抽選）
受付 ３月18日（月）まで

～親子ふれあいあそび～
日時 ５月11日（土）独歩可・・・10時～10時45分
未歩行・・・11時～11時45分
場所 総合子育て支援センター
講師 にじいろキッズ 相川 優一先生
定員 乳幼児親子 各20組（抽選）
受付 ３月18日（月）から４月18日（木）まで

≪３月 プレイルームのお休み≫
毎週火曜日午前中 センター行事のため
25日（月）午前中
城北保育園行事のため
●土曜日の午後・日曜日・祝日は通常のお休み

≪平成31年４月から実施日・実施時間が変わります！≫
◎総合子育て支援センター
月曜日から土曜日
９時30分から12時
13時から16時
◎地域交流センターのつどいの広場
（なごみん・よりなん・やはぎかん・むらさきかん・悠紀の里）
火曜日から金曜日
９時から16時

講座は、電話（26‐0706）、総合子育て
支援センター受付、若しくはインター
ネット（電子申請総合窓口）のいずれか
の方法で期間内にお申し込みください。
・先着順ではありませんが、申し込み多
数の場合は抽選となります。
・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。
・参加対象は岡崎市在住の未就園の
親子です。

≪地区子育て支援センター移転のお知らせ≫
平成31年４月より下記の通り移転します。
●藤川保育園 ⇒ 竜谷保育園
●豊富第二保育園 ⇒ 豊富保育園
≪３月のお休み≫
≪４月のお休み≫
六ッ美中保育園
藤川保育園
岩松保育園
島坂保育園
豊富第二保育園

25日（月）午後
25日（月）で終了
25日（月）・26日（火）
25日（月）

◎六ッ美中保育園・竜谷保育園・岩松保育
園・島坂保育園・豊富保育園は、1日（月）か
ら５日（金）までお休みです。

22日（金）で終了

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

★この情報紙「すくすく」は、岡崎市のホームページ（「すくすく」
で検索）からもご覧いただくことができます。

