
【参考引用】ふれあいたっぷり！赤ちゃんのわらべうたあそび チャイルド本社

手の平にお手玉を乗せ、

歌に合わせてお手玉を

たたく。

②② ははいい かかみみだだななへへ

お手玉を頭の上に乗せる。

手を合わせ「おねがいします」で

おじぎをして、お手玉を落として

両手でキャッチする。
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◆◆ちちょょここっっととわわららべべううたた

◆◆ららーーごごむむ～～ちちょょううどどいいいいっっててスステテキキ～～

「「気気ををつつけけよようう、、冬冬のの事事故故」」

◆◆子子育育てて支支援援のの会会

◆◆講講座座報報告告

◆◆遅遅ららせせなないいでで！！子子どどもものの予予防防接接種種

◆◆総総合合子子育育てて支支援援セセンンタターーかかららのの

おお知知ららせせ

・・ひひろろばばののおお知知ららせせ

・・子子育育てて講講座座ののごご案案内内

・・おお休休みみののおお知知ららせせ
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岡崎市総合子育て支援センター
TEL：26-0706 FAX：26-6711
岡崎市八帖北町４番地９
（城北保育園３階）

♪♪ちちょょここっっととわわららべべううたた♪♪ 『ぺったら ぺったん』

☆☆ああそそびびののババリリエエーーシショョンン☆☆

「かみだな」を「とだな」や「お

となり」に置き換えて、自分の

肩やお子さんの身体にお手玉

を乗せたり、お手玉を落とすと

き、お子さんの身

体に落としたりし

ても楽しいです。

１２月

③③ ここととししもも おおここめめがが いいっっぱぱいい

ととれれまますすよよううにに おおねねががいいししまますす

①① ぺぺっったたらら ぺぺっったたんん ももちちつつけけ ももちちつつけけ

ぺぺっったたらら ぺぺっったたんん ももちちつつけけ ももちちつつけけ

ももちちつつけけたた
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１１月２日（水）から

１２月２日（金）まで

総総合合子子育育てて支支援援セセンンタターーかかららののおお知知ららせせ

＊＊初初めめててママママののたためめののひひろろばば＊＊

★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。

＊＊パパパパののたためめののひひろろばば＊＊

★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

講座は、電電話話（（2266--00770066））、総総合合子子育育てて支支援援セセンンタターー受受付付、もしくはイインンタターーネネッットト（（電電子子申申請請総総合合窓窓口口））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。

１１２２

月月

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

６日・１３日・2０日・２７日

毎週水曜日

７日・１４日・２１日・２８日

毎週木曜日

１日・８日・１５日・２２日

講座名 開催日時 場所 講師 定員 受付期間

クリスマス

コンサート

１２月2０日（火）

第1部（独歩可）10時～10時４５分

第2部（未歩行）11時～11時４５分

総合子育て

支援センター
みずきの会

乳幼児親子

各15組

（抽選）

１１月２日（水）から

１２月２日（金）まで

わらべうた

１月１７日（火）

第1部（独歩可）10時～10時４５分

第2部（未歩行）11時～11時４５分

総合子育て

支援センター
楫野 加津子氏

乳幼児親子

各15組

（抽選）

１１月２２日（火）から

１２月２３日（金）まで

はじめての

リトミック

２月８日（水）

第1部（独歩可）10時～10時４５分

第2部（未歩行）11時～11時４５分

総合子育て

支援センター
堀内 幸江氏

乳幼児親子

各７組

（抽選）

１２月２０日（火）から

１月２０日（金）まで

都合により、ひろばや講座等は、参加人数の変更または中止になることがありますのでご了承ください。

≪プレイルーム・よちよちルーム≫

２０日（火） ９時３０分～１３時 支援センター行事のため

●日曜日・祝日は通常のお休みです。

＊よちよちルームは上記以外にも都合によりお休みになる

場合がありますが、プレイルームをご利用できます。

＊やむを得ず、予定が変更になることがあります。

＊年年末末年年始始ののおお休休みみはは１１２２月月２２９９日日（（木木））～～１１月月３３日日（（火火））ままでででですす。。

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 ☎☎2266--00770066

この情報紙「すくすく」は、岡崎市のホームぺージからも

ご覧いただくことができます。 すくすく

お休みの

お知らせ



子育て講座「絵本について」

９月２７日に霜田美津子氏をお迎えして、子育て講座

「絵本について」を開催しました。お子さんは同じ絵本

を何度でも楽しむことができるということ、何回も読む

中でコミュニケーションにつながること、年齢にしばられ

ない絵本の選び方などを教えてくださいました。たくさ

んの魅力的な絵本の紹介だけでなく、大型絵本の読み

聞かせやパネルシアター、ふれあい遊びもあり、とても

楽しい講座となりました。

子育て講座「復職セミナー」

１０月２２日に竜美ヶ丘小児科看護師野村さちい氏

をお迎えして、子育て講座「復職セミナー」を開催しま

した。入園前に知っておきたい子どもの病気とおうちで

のケアというテーマで、就園を控えたご家族に、病気の

症状やケア、受診の目安などを教えてくださいました。

お子さんの登園で悩んだ時には、一日楽しく園で遊ぶ

ことができるかな、他のお子さんに病気を感染させるこ

とはないかな、と考えると良いとのことでした。

●予防接種のタイミングは、感染症にかかりやすい年齢などをもとに決められています。

●特に、⽣後２か⽉から予防接種を受け始めることは、お⺟さんからもらった免疫が減っていくときに、⾚ちゃん

がかかりやすい感染症（百⽇せき、細菌性髄膜炎など）から⾚ちゃんを守るために、とても⼤切です。

●お子さまの健康が気になるときだからこそ、予防接種は、遅らせずに、予定どおり受けましょう。

●B型肝炎３回目、水痘２回目、四種混合の追加接種など、複数回接種するワクチンは接種忘れが多い

ので、今⼀度⺟子健康⼿帳などの接種記録をご確認ください。

★接種券は接種開始前に個別に届けています。接種券が届かない、接種券をなくしてしまった、市外からの

引っ越し、市外で受けたいなど予防接種に関することは下記にお問い合わせください。

岡崎市保健所 保健予防課 予防接種係 ☎２３-６７１４  

★新型コロナウイルスワクチンに関しては専用のコールセンターにお問い合わせください。（毎⽇９時〜18時）

                        岡崎市新型コロナワクチン子どもコールセンター ☎６４-１３１０

６日（火） 虹っこひろば 細川学区市民ホーム １0日（土） ぐりとぐら 南部地域交流センター（よりなん）

８日（木） ちびっこプーさん 常磐東学区市民ホーム １３日（火） ぴよぴよ 大門学区市民ホーム

８日（木） ぴよっこみどり 緑丘学区市民ホーム １４日（水） こっこの会 根石学区市民ホーム

８日（木） カンナの会 本宿学区市民ホーム １９日（月） どんぐり広場 竜美丘学区市民ホーム

８日（木） こばとの会 山中学区市民ホーム 2１日（水） ぽっぽの会 岡崎学区市民ホーム

☆１２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 

１１２２月月子子育育てて支支援援のの会会

＊＊都都合合にによよりり中中止止ににななるるここととががあありりまますすののででごご了了承承くくだだささいい。。

遅遅ららせせなないいでで！！

子どもの予予防防接接種種

【参考】子どもを事故から守る！事故防止ハンドブック/消費者庁 ママテナ/NTT ドコモ

ららーーごごむむ

～～““ちちょょううどどいいいい””っっててスステテキキ！！～～

「気をつけよう、冬の事故」

日に日に空気が冷たく感じ、吐く息も白く、冬の訪れを感じますね。今年もあっという間に最後の月に

なりました。室内の暖かさと戸外の寒さの気温差が大きくなります。衣服で調節しながら、健康に年末年

始を過ごしましょう。

今回は寒い冬に起こりがちな事故とその対策についてご紹介します。

ややけけどど 脱脱水水症症状状 窒窒息息・・誤誤飲飲

ストーブやヒーターなど高温にな

る暖房器具はもちろんですが、寝

返りのできない赤ちゃんにとって、

床暖房やホットカーペットも要注意

です。赤ちゃんの皮膚は大人の皮

膚よりも薄いため、低温やけどの恐

れがあります。

また、大人が熱い飲み物を飲む

機会も増えるので、お子さんが触

る、口にするなど、やけどの危険が

増えます。

冬は空気が乾燥しやすい上に、

暖房器具の使用で湿度が下がり

ます。また、汗をかかないため、水

分を失っているという自覚が少なく

なりがちです。

暖かいこたつでうっかり寝てしま

うことはありませんか？気づかない

うちに身体の水分が奪われ、脱水

症状になることがあります。

年末年始のお休みで帰省した

り、親戚で集まったりする機会も増

えるでしょう。他の人の家では、普

段見かけない物や玩具を目にする

ことが多く、お子さんは興味津々。

「これは何かな？」とさわったり、口

に入れてしまったりする危険もあり

ます。

〇暖房器具はお子さんの手が届

かない場所に置いたり、囲いを

つけたりしましょう。エアコンを

活用することもおすすめです。

〇赤ちゃんを床暖房やホットカー

ペットの上で長時間同じ姿勢

にしないようにしましょう。

〇熱い飲み物はテーブルの上に

置いたままにしないようにしま

しょう。お子さんに温かい食べ

物や飲み物を与える時は、適

温に冷ましてからにしましょう。

〇冬でもこまめに水分補給をしま

しょう。大人の喉が渇いている

とき、新陳代謝の活発なお子さ

んはもっと渇いています。お茶タ

イムなど、水分補給する時間を

決めておくのもいいでしょう。

〇もしお子さんがこたつなどで寝

てしまったら布団に移動させて

あげましょう。

〇年上のお子さんの玩具には、小

さな部品、シール、電池などが

使用されていることがあります。

玩具の対象年齢を確認する、

手の届かない所に置くなど気

をつけ、口に入れないようお子

さんから目を離さないようにし

ましょう。

〇普段食べ慣れないもの（餅、落

花生など）に注意しましょう。

〇お酒やたばこはお子さんの目

や手に触れない所に保管しま

しょう。

◆◆出出張張相相談談ののおおししららせせ◆◆ 〈１２月の相談日〉

７日（水）悠紀の里 ８日（木）なごみん

１４日（水）よりなん １５日（木）むらさきかん ２２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

LLaaggoomm（（ららーーごごむむ））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。
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ストーブやヒーターなど高温にな

る暖房器具はもちろんですが、寝

返りのできない赤ちゃんにとって、

床暖房やホットカーペットも要注意

です。赤ちゃんの皮膚は大人の皮

膚よりも薄いため、低温やけどの恐

れがあります。

また、大人が熱い飲み物を飲む

機会も増えるので、お子さんが触

る、口にするなど、やけどの危険が

増えます。

冬は空気が乾燥しやすい上に、

暖房器具の使用で湿度が下がり

ます。また、汗をかかないため、水

分を失っているという自覚が少なく

なりがちです。

暖かいこたつでうっかり寝てしま

うことはありませんか？気づかない

うちに身体の水分が奪われ、脱水

症状になることがあります。

年末年始のお休みで帰省した

り、親戚で集まったりする機会も増

えるでしょう。他の人の家では、普

段見かけない物や玩具を目にする

ことが多く、お子さんは興味津々。

「これは何かな？」とさわったり、口

に入れてしまったりする危険もあり

ます。

〇暖房器具はお子さんの手が届

かない場所に置いたり、囲いを

つけたりしましょう。エアコンを

活用することもおすすめです。

〇赤ちゃんを床暖房やホットカー

ペットの上で長時間同じ姿勢

にしないようにしましょう。

〇熱い飲み物はテーブルの上に

置いたままにしないようにしま

しょう。お子さんに温かい食べ

物や飲み物を与える時は、適

温に冷ましてからにしましょう。

〇冬でもこまめに水分補給をしま

しょう。大人の喉が渇いている

とき、新陳代謝の活発なお子さ

んはもっと渇いています。お茶タ

イムなど、水分補給する時間を

決めておくのもいいでしょう。

〇もしお子さんがこたつなどで寝

てしまったら布団に移動させて

あげましょう。

〇年上のお子さんの玩具には、小

さな部品、シール、電池などが

使用されていることがあります。

玩具の対象年齢を確認する、

手の届かない所に置くなど気

をつけ、口に入れないようお子

さんから目を離さないようにし

ましょう。

〇普段食べ慣れないもの（餅、落

花生など）に注意しましょう。

〇お酒やたばこはお子さんの目

や手に触れない所に保管しま

しょう。

◆◆出出張張相相談談ののおおししららせせ◆◆ 〈１２月の相談日〉

７日（水）悠紀の里 ８日（木）なごみん

１４日（水）よりなん １５日（木）むらさきかん ２２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

LLaaggoomm（（ららーーごごむむ））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。



【参考引用】ふれあいたっぷり！赤ちゃんのわらべうたあそび チャイルド本社

手の平にお手玉を乗せ、

歌に合わせてお手玉を

たたく。

②② ははいい かかみみだだななへへ

お手玉を頭の上に乗せる。

手を合わせ「おねがいします」で

おじぎをして、お手玉を落として

両手でキャッチする。

ＣＣＯＯＮＮＴＴＥＥＮＮＴＴＳＳ

◆◆ちちょょここっっととわわららべべううたた

◆◆ららーーごごむむ～～ちちょょううどどいいいいっっててスステテキキ～～

「「気気ををつつけけよようう、、冬冬のの事事故故」」

◆◆子子育育てて支支援援のの会会

◆◆講講座座報報告告

◆◆遅遅ららせせなないいでで！！子子どどもものの予予防防接接種種

◆◆総総合合子子育育てて支支援援セセンンタターーかかららのの

おお知知ららせせ

・・ひひろろばばののおお知知ららせせ

・・子子育育てて講講座座ののごご案案内内

・・おお休休みみののおお知知ららせせ

号３５０第

令和４年１２月１日発行
岡崎市総合子育て支援センター
TEL：26-0706 FAX：26-6711
岡崎市八帖北町４番地９
（城北保育園３階）

♪♪ちちょょここっっととわわららべべううたた♪♪ 『ぺったら ぺったん』

☆☆ああそそびびののババリリエエーーシショョンン☆☆

「かみだな」を「とだな」や「お

となり」に置き換えて、自分の

肩やお子さんの身体にお手玉

を乗せたり、お手玉を落とすと

き、お子さんの身

体に落としたりし

ても楽しいです。

１２月

③③ ここととししもも おおここめめがが いいっっぱぱいい

ととれれまますすよよううにに おおねねががいいししまますす

①① ぺぺっったたらら ぺぺっったたんん ももちちつつけけ ももちちつつけけ

ぺぺっったたらら ぺぺっったたんん ももちちつつけけ ももちちつつけけ

ももちちつつけけたた

総
合
子
育
て

支
援
セ
ン
タ
ー

サ
ー
ク
ル

『
は
っ
ぴ
ー
』

１１月２日（水）から

１２月２日（金）まで

総総合合子子育育てて支支援援セセンンタターーかかららののおお知知ららせせ

＊＊初初めめててママママののたためめののひひろろばば＊＊

★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。

＊＊パパパパののたためめののひひろろばば＊＊

★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

講座は、電電話話（（2266--00770066））、総総合合子子育育てて支支援援セセンンタターー受受付付、もしくはイインンタターーネネッットト（（電電子子申申請請総総合合窓窓口口））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。

１１２２

月月

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

６日・１３日・2０日・２７日

毎週水曜日

７日・１４日・２１日・２８日

毎週木曜日

１日・８日・１５日・２２日

講座名 開催日時 場所 講師 定員 受付期間

クリスマス

コンサート

１２月2０日（火）

第1部（独歩可）10時～10時４５分

第2部（未歩行）11時～11時４５分

総合子育て

支援センター
みずきの会

乳幼児親子

各15組

（抽選）

１１月２日（水）から

１２月２日（金）まで

わらべうた

１月１７日（火）

第1部（独歩可）10時～10時４５分

第2部（未歩行）11時～11時４５分

総合子育て

支援センター
楫野 加津子氏

乳幼児親子

各15組

（抽選）

１１月２２日（火）から

１２月２３日（金）まで

はじめての

リトミック

２月８日（水）

第1部（独歩可）10時～10時４５分

第2部（未歩行）11時～11時４５分

総合子育て

支援センター
堀内 幸江氏

乳幼児親子

各７組

（抽選）

１２月２０日（火）から

１月２０日（金）まで

都合により、ひろばや講座等は、参加人数の変更または中止になることがありますのでご了承ください。

≪プレイルーム・よちよちルーム≫

２０日（火） ９時３０分～１３時 支援センター行事のため

●日曜日・祝日は通常のお休みです。

＊よちよちルームは上記以外にも都合によりお休みになる

場合がありますが、プレイルームをご利用できます。

＊やむを得ず、予定が変更になることがあります。

＊年年末末年年始始ののおお休休みみはは１１２２月月２２９９日日（（木木））～～１１月月３３日日（（火火））ままでででですす。。

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 ☎☎2266--00770066

この情報紙「すくすく」は、岡崎市のホームぺージからも

ご覧いただくことができます。 すくすく

お休みの

お知らせ


