
☆☆ああそそびびののババリリエエーーシショョンン☆☆

・「ほい」で手の中のものをすばやく片方の手に握り、「どっちだ？」と

当てっこ遊びをするのもおすすめです。

・じゃんけん遊びとしても楽しめます。うたをとなえながら、「おさら」で

「パー」、「たまご」で「グー」、「はしかけ」で「チョキ」を両手で出し、

「ほい」でじゃんけんをします。
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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～～

「「ココミミュュニニケケーーシショョンンののポポイインントト」」

◆◆子子育育てて支支援援のの会会

◆◆わわくくわわくく楽楽ししいい、、元元気気っっ子子ののおおややつつ♪♪

◆◆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

・・地地区区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
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【【表表紙紙ののわわららべべううたた】】 ＊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 参考引用

①① おおささららにに たたままごごにに

ははししかかけけ

②② ほほいい

両手をパッと開いて、手

の中のものを見せる。

♪♪ちちょょここっっととわわららべべううたた♪♪ 『おさらに たまごに』

丸めた布やお手玉などを

両手で包んで隠し、歌に合

わせながら両手をゆらす。

３３月月

総合子育て支援センターサークル

「「ににちちゅゅーー」」

8月27日(金)から

３月のお休み ４月のお休み

六ツ美中保育園 ３０日（水）
１日（金）～

１５日（金）

※１８日（月）

開始

竜谷保育園 ２８日（月）２９日（火）３１日（木）

岩松保育園 ２２日（火）～31 日（木）

島坂保育園 ２５日（金）３０日（水）

豊富保育園 ２３日（水）

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。

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。

３３

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

１日・８日・１５日・２２日・29日

毎週水曜日

２日・９日・１６日・23日・30日

毎週木曜日

３日・１０日・１７日・２４日・31日

講座名 開催日時 場所 講師 定員 受付期間

おいしく食べよう

離乳食①

４月２0日（水）

10時～11時30分

総合子育て

支援センター

保健部（保健所）

健康増進課

管理栄養士

乳幼児親子

15組

（抽選）

３月１日（火）から

４月１日（金）まで

歯の健康
４月２６日（火）

13時30分～14時30分

東部地域

交流センター

（むらさきかん）

保健部（保健所）

健康増進課

歯科衛生士

乳幼児親子

15組

（抽選）

３月8日（火）から

４月8日（金）まで

乳幼児期の

生活リズムと

脳の発達

4月27日（水）

1部（独歩可）10時～10時45分

2部（未歩行）11時～11時45分

総合子育て

支援センター
原 靖子氏

乳幼児親子

各１５組

（抽選）

３月１１日（金）から

４月１１日（月）まで

歯の健康
5月１２日（木）

1０時～1１時

北部地域

交流センター

（なごみん）

保健部（保健所）

健康増進課

歯科衛生士

乳幼児親子

15組

（抽選）

３月１８日（金）から

４月２０日（水）まで

都都合合にによよりり講講座座等等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。。

【お問合せ】総合子育て支援センター 【受付時間】８時30分から17時１５分まで ☎☎2266--00770066

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

≪≪ププレレイイルルーームム・・よよちちよよちちルルーームム≫≫ 日曜、祝日は通常のお休みです。

３月８日（火） ９時３０分～１３時 支援センター行事のため

３月２３日（水） ９時３０分～１３時 城北保育園行事のため

＊よちよちルームは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。

お休みの

お知らせ

＜地区子育て支援センターからのお知らせ＞



◆◆出出張張相相談談ののおおししららせせ◆◆ ＜３月の相談日＞

３日（木）なごみん ９日（水）悠紀の里

10日（木）むらさきかん １6日（水）よりなん

１７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

＊＊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。。

野菜チヂミ
(1/8 枚)1 切分 65 キロカロリー

材料 26㎝フライパン1枚分 作り方

コーン缶 ･･･ 100ｇ

にんじん ･･･ 50ｇ

玉ねぎ ･･･ 50ｇ

スライスチーズ ･･･ 1枚

⼩⻨粉 ･･･ 大さじ５

⽚栗粉 ･･･ 大さじ２

鶏がらスープの素 ･･･ 小さじ1/2

水 ･･･ 80㏄

ごま油 ･･･ 大さじ１

①コーンをざるにあけ、水分をきっておく。にんじんは千切り、⽟ねぎは薄

切りにして、レンジで加熱する。(600Wで約1分30秒）

②ボウルに⼩⻨粉・⽚栗粉・鶏がらスープの素・コーン・にんじん・玉ね

ぎ、ちぎったスライスチーズを入れ、だまにならないように水を2回に分け

て入れ、さっと混ぜる。

③ごま油をひいたフライパンに⽣地を流し⼊れて薄く広げ、中⽕で両⾯を

こんがりと焼く。

④⾷べやすい⼤きさに切ってお⽫に盛り付ける。

４日（金） 小豆坂エンジェルの会 小豆坂学区市民ホーム 1１日（金） やきたバンビの会 矢作北学区市民ホーム

８日（火） ぴよぴよ 大門学区市民ホーム 1７日（木） あじさいの会 愛宕学区市民ホーム

１０日（木） ちびっこプーさん 常磐東学区市民ホーム ２４日（木） はねっこ広場 羽根学区市民ホーム

10日（木） こばとの会 山中学区市民ホーム

☆３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

３３月月子子育育てて支支援援のの会会

保健部 健康増進課 栄養士 石川

わくわく楽しい、元気っ子のおやつ♪

好き嫌いがあるのはうちの⼦だけ︖

お子さんの食事の相談では「好き嫌い」についての相談

が多くあります。特に野菜は苦手なお子さんが多いです

が、独特の香りや苦みといった味、ペラペラ、ブヨブヨして

食べにくいなど理由があります。この時期の好き嫌いは一

定のものではないので、苦手だからと食卓に出さないので

はなく、味付けや切り方、調理方法を工夫しながら、気長に

進めていきましょう。

食べることができたときに、たくさんほめてあげるとお子さん

のやる気もグッとアップしますよ。

カリっと香ばしいチヂミが食欲を

そそるね。野菜がおいしく食べられるんだ。

おやつに野菜を使うのもおすすめだよ。

ニラ・玉ねぎ・ツナで作ってもおいしくできる

から挑戦してみてね。

・泣くのは赤ちゃんの意思表示。気づいたら抱っこしたり優しくなでたり

見つめたりしましょう。

赤赤ちちゃゃんんはは欲欲求求をを満満たたししててももららううここととでで安安心心しし信信頼頼関関係係をを築築ききまますす。。

・赤ちゃんが発する声をまねしたり、応えたりしましょう。

自自分分のの行行動動がが相相手手のの反反応応をを引引きき出出すすとといいうう経経験験ががココミミュュニニケケーーシショョンン

のの気気づづききににななりりまますす。。

・赤ちゃんの動作や気持ちやできごとをことばにしてあげましょう。

こここころろのの中中ででたたくくささんんここととばばをを積積みみ重重ねねてていいまますす。。

・赤ちゃんはくり返しが大好きです。

予予想想ししたた結結果果がが起起ここるるここととがが安安心心でで楽楽ししいい赤赤ちちゃゃんん。。記記憶憶力力をを育育てててていいまますす。。

・「いやだったね」「これがしたかったんだね」と、まずは気持ちを受け止めてあげましょう。

ううままくくででききなないい葛葛藤藤ががかかんんししゃゃくくととななっってて表表れれてていいるるののでですす。。おお子子ささんん自自身身もも初初めめててのの

感感情情やや不不安安をを抱抱ええてていいまますす。。大大人人をを怒怒ららせせよよううととわわざざととししてていいるるわわけけででははあありりまませせんん。。

・ママ自身が感情のコントロールを失わないようにしましょう。

怒怒りりをを感感じじたたららままずずはは深深呼呼吸吸ししままししょょうう。。普普段段かかららママママ自自身身ののスストトレレスス

ケケアアもも大大切切でですす。。

・お子さんが嫌がったり怖がったりしたときは、無理させずそばにいて安心

させてあげましょう。

感感情情のの種種類類がが増増ええ、、自自分分のの感感情情ややほほかかのの人人のの気気持持ちちががわわかかるるよよううにに

ななりりまますす。。

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！！～～

「コミュニケーションのポイント」

寒さが少しずつ和らぎ木々のつぼみがふくらみ始め、春の訪れを感じます。たくさんの花や虫たちが顔

を出してくる季節、お子さんとお散歩を楽しみながら自然の美しさにふれてみてください。

さて、総合子育て支援センターに寄せられる相談の中から、今回はことばの発達の過程におすすめの

コミュニケーションのポイントを紹介したいと思います。

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。

０歳の赤ちゃんとの

コミュニケーション

表表情情豊豊かかににジジェェスス

チチャャーーをを添添ええてて

・お子さんの行動や気持ちを想像して、「もう１回？」「たのしいね」など、ことばに

してあげましょう。ジェスチャーを添えて伝えてあげることも良いですね。

ここととばばでで伝伝ええるるここととががででききるるここととやや、、物物にに名名前前ががああるるここととにに気気づづききまますす。。

・この頃のことばは、まちがっていても、言い直させる必要はありません。言い換え

たり、他のことばを添えたりして、返してあげましょう。

伝伝ええよよううととししてていいるるここととをを想想像像ししてて、、表表現現ししててああげげるるここととでで、、ここうう伝伝ええれればば良良いい

んんだだななとと経経験験ししてていいききまますす。。

・うれしい顔、楽しい顔、悲しい顔、怒った顔、大人が

表情豊かに声のトーンを変えて、接しましょう。

感感情情がが広広ががりり、、そそのの表表現現方方法法がが増増ええてていいききまますす。。

２歳のお子さんとの

コミュニケーション

スキンシップで

返すこと

１歳のお子さんとの

コミュニケーション

共共感感ととママママのの感感情情

ののココンントトロローールル
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こここころろのの中中ででたたくくささんんここととばばをを積積みみ重重ねねてていいまますす。。

・赤ちゃんはくり返しが大好きです。

予予想想ししたた結結果果がが起起ここるるここととがが安安心心でで楽楽ししいい赤赤ちちゃゃんん。。記記憶憶力力をを育育てててていいまますす。。

・「いやだったね」「これがしたかったんだね」と、まずは気持ちを受け止めてあげましょう。

ううままくくででききなないい葛葛藤藤ががかかんんししゃゃくくととななっってて表表れれてていいるるののでですす。。おお子子ささんん自自身身もも初初めめててのの

感感情情やや不不安安をを抱抱ええてていいまますす。。大大人人をを怒怒ららせせよよううととわわざざととししてていいるるわわけけででははあありりまませせんん。。

・ママ自身が感情のコントロールを失わないようにしましょう。

怒怒りりをを感感じじたたららままずずはは深深呼呼吸吸ししままししょょうう。。普普段段かかららママママ自自身身ののスストトレレスス

ケケアアもも大大切切でですす。。

・お子さんが嫌がったり怖がったりしたときは、無理させずそばにいて安心

させてあげましょう。

感感情情のの種種類類がが増増ええ、、自自分分のの感感情情ややほほかかのの人人のの気気持持ちちががわわかかるるよよううにに

ななりりまますす。。

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！！～～

「コミュニケーションのポイント」

寒さが少しずつ和らぎ木々のつぼみがふくらみ始め、春の訪れを感じます。たくさんの花や虫たちが顔

を出してくる季節、お子さんとお散歩を楽しみながら自然の美しさにふれてみてください。

さて、総合子育て支援センターに寄せられる相談の中から、今回はことばの発達の過程におすすめの

コミュニケーションのポイントを紹介したいと思います。

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。

０歳の赤ちゃんとの

コミュニケーション

表表情情豊豊かかににジジェェスス

チチャャーーをを添添ええてて

・お子さんの行動や気持ちを想像して、「もう１回？」「たのしいね」など、ことばに

してあげましょう。ジェスチャーを添えて伝えてあげることも良いですね。

ここととばばでで伝伝ええるるここととががででききるるここととやや、、物物にに名名前前ががああるるここととにに気気づづききまますす。。

・この頃のことばは、まちがっていても、言い直させる必要はありません。言い換え

たり、他のことばを添えたりして、返してあげましょう。

伝伝ええよよううととししてていいるるここととをを想想像像ししてて、、表表現現ししててああげげるるここととでで、、ここうう伝伝ええれればば良良いい

んんだだななとと経経験験ししてていいききまますす。。

・うれしい顔、楽しい顔、悲しい顔、怒った顔、大人が

表情豊かに声のトーンを変えて、接しましょう。

感感情情がが広広ががりり、、そそのの表表現現方方法法がが増増ええてていいききまますす。。

２歳のお子さんとの

コミュニケーション

スキンシップで

返すこと

１歳のお子さんとの

コミュニケーション

共共感感ととママママのの感感情情

ののココンントトロローールル



☆☆ああそそびびののババリリエエーーシショョンン☆☆

・「ほい」で手の中のものをすばやく片方の手に握り、「どっちだ？」と

当てっこ遊びをするのもおすすめです。

・じゃんけん遊びとしても楽しめます。うたをとなえながら、「おさら」で

「パー」、「たまご」で「グー」、「はしかけ」で「チョキ」を両手で出し、

「ほい」でじゃんけんをします。

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～～

「「ココミミュュニニケケーーシショョンンののポポイインントト」」

◆◆子子育育てて支支援援のの会会

◆◆わわくくわわくく楽楽ししいい、、元元気気っっ子子ののおおややつつ♪♪

◆◆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

・・地地区区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

号３４１第

令和４年３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）

【【表表紙紙ののわわららべべううたた】】 ＊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 参考引用

①① おおささららにに たたままごごにに

ははししかかけけ

②② ほほいい

両手をパッと開いて、手

の中のものを見せる。

♪♪ちちょょここっっととわわららべべううたた♪♪ 『おさらに たまごに』

丸めた布やお手玉などを

両手で包んで隠し、歌に合

わせながら両手をゆらす。

３３月月

総合子育て支援センターサークル

「「ににちちゅゅーー」」

8月27日(金)から

３月のお休み ４月のお休み

六ツ美中保育園 ３０日（水）
１日（金）～

１５日（金）

※１８日（月）

開始

竜谷保育園 ２８日（月）２９日（火）３１日（木）

岩松保育園 ２２日（火）～31 日（木）

島坂保育園 ２５日（金）３０日（水）

豊富保育園 ２３日（水）

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。

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。

３３

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

１日・８日・１５日・２２日・29日

毎週水曜日

２日・９日・１６日・23日・30日

毎週木曜日

３日・１０日・１７日・２４日・31日

講座名 開催日時 場所 講師 定員 受付期間

おいしく食べよう

離乳食①

４月２0日（水）

10時～11時30分

総合子育て

支援センター

保健部（保健所）

健康増進課

管理栄養士

乳幼児親子

15組

（抽選）

３月１日（火）から

４月１日（金）まで

歯の健康
４月２６日（火）

13時30分～14時30分

東部地域

交流センター

（むらさきかん）

保健部（保健所）

健康増進課

歯科衛生士

乳幼児親子

15組

（抽選）

３月8日（火）から

４月8日（金）まで

乳幼児期の

生活リズムと

脳の発達

4月27日（水）

1部（独歩可）10時～10時45分

2部（未歩行）11時～11時45分

総合子育て

支援センター
原 靖子氏

乳幼児親子

各１５組

（抽選）

３月１１日（金）から

４月１１日（月）まで

歯の健康
5月１２日（木）

1０時～1１時

北部地域

交流センター

（なごみん）

保健部（保健所）

健康増進課

歯科衛生士

乳幼児親子

15組

（抽選）

３月１８日（金）から

４月２０日（水）まで

都都合合にによよりり講講座座等等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。。

【お問合せ】総合子育て支援センター 【受付時間】８時30分から17時１５分まで ☎☎2266--00770066

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

≪≪ププレレイイルルーームム・・よよちちよよちちルルーームム≫≫ 日曜、祝日は通常のお休みです。

３月８日（火） ９時３０分～１３時 支援センター行事のため

３月２３日（水） ９時３０分～１３時 城北保育園行事のため

＊よちよちルームは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。

お休みの

お知らせ

＜地区子育て支援センターからのお知らせ＞


