
☆あそびのバリエーション☆

最後の「ひじ とんとん」の「ひじ」の部分をおなかや肩、ひざなど体の

いろいろな部分に替えて遊びます。

①① ちちょょちち ちちょょちち ②② ああわわわわ ③③ かかいいぐぐりり かかいいぐぐりり

④④ ととっっととのの めめ ⑤⑤ おおつつむむ ててんんててんん ⑥⑥ ひひじじ ととんんととんん

手を口に３回あてる。 両手をグーにして、

上下に回す。

片方の手のひらを、

もう片方の人さし指

で 3回つつく。

両手で頭を軽く2回

触る。

ひじをもう片方の

手で軽く 2回触る。

手を２回たたく。
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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～～

「「赤赤ちちゃゃんん返返りりににつついいてて」」

◆◆子子育育てて支支援援のの会会

◆◆子子どどもも図図書書室室おおすすすすめめのの絵絵本本

◆◆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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♪♪ちちょょここっっととわわららべべううたた♪♪ 『ちょち ちょち あわわ』５月

北北部部地地域域交交流流セセンンタターー ななごごみみんん

ププレレイイルルーームム

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。

５５

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

１０日・１７日・２４日・３１日

毎週水曜日

１１日・１８日・２５日

毎週木曜日

１２日・１９日・2６日

講座名 開催日時 場所 講師 定員 受付期間

歯の健康
６月１４日（火）

10時～１１時

地域交流センター

六ツ美分館

悠紀の里

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）

４月２７日（水）から

５月２７日（金）まで

親子で

バランスボール

６月2８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
松井 裕子 氏

乳幼児親子

各15組

（抽選）

５月1０日（火）から

６月1０日（金）まで

パパママ講座
7月9日（土）

10時～１１時３０分

総合子育て

支援センター

多様性社会

推進課職員

乳幼児親子

15組

（抽選）

5月20日（金）から

6月21日（火）まで

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。

≪プレイルーム・よちよちルーム≫

１０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。

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

【【表表紙紙ののわわららべべううたた】】 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

お休みの

お知らせ



◆◆出出張張相相談談ののおおししららせせ◆◆ 〈５月の相談日〉

１１日（水）悠紀の里 １２日（木）むらさきかん

1８日（水）よりなん 1９日（木）なごみん 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

1０日（火） ぴよぴよ 大門学区市民ホーム １６日（月） どんぐり広場 竜美丘学区市民ホーム

１１日（水） こっこの会 東公園（雨天：根石学区市民ホーム） 1９日（木） あじさいの会 愛宕学区市民ホーム

１２日（木） ちびっこプーさん 常磐東学区市民ホーム 23日（月） プチ広場 岩津学区市民ホーム

１２日（木） ぴよっこみどり 緑丘学区市民ホーム 24日（火） ひなたぼっこ 井田子どもの家体育館

１２日（木） カンナの会 本宿学区市民ホーム 25日（水） ぽっぽの会 岡崎学区こどもの家

１２日（木） こばとの会 山中学区市民ホーム 25日（水） なのはな 六ツ美西部学区市民ホーム

13日（金） 矢南ペンギンクラブ 大和町公民館 26日（木） ちびっこの会 城南学区市民ホーム

16日（月） ねっこの会 大樹寺学区市民ホーム 26日（木） はねっこ広場 羽根学区市民ホーム

☆５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

５５月月子子育育てて支支援援のの会会

中中央央図図書書館館子子どどもも図図書書室室でではは、、赤赤ちちゃゃんん向向けけのの絵絵本本やや小小ささいい子子向向けけのの絵絵本本ををそそろろええてていいまますす。。

そそのの中中かかららおおすすすすめめのの本本をを選選びびままししたた。。絵絵本本をを通通ししてておお子子ささんんとと一一緒緒にに楽楽ししくく遊遊んんででくくだだささいい。。

『『おおたたんんじじょょううびび』』

まつい のりこ／作・絵 偕成社

おたんじょうびにいろいろ

なのりものがはこんでくる

のは、なんでしょう？文字

のない絵本なので家族で自

由におはなしをつくって楽

しんではいかがでしょう？

『『みみーーんんななににっっここりり』』

山岡 ひかる／作・絵 ひかりのくに

泣いているうさぎちゃんに「よ

しよし」してあげるとにっこり

笑顔に。おこっているさるくん

には？ふるえているこいぬに

は？みんなにっこり笑顔にな

るといいですね。

『『ここねねここががににゃゃああ』』

ひろの たかこ／さく 福音館書店

おかあさんねこが、「にゃあ

お」と呼ぶと、かごや袋など

あちこちから「にゃあ」とこ

ねこが顔を出します。こねこ

は、何匹いるのでしょう？作

者のひろのたかこさんは岡

崎市の出身です。

『『ふふううせせんんととははりりねねずずみみ』』

新井 洋行／著 佼成出版社

さるはバナナをムシャムシャ

食べます。風船ははりねずみが

近づくと「パンッ！」とはじけ

てしまいます。さて、おかあさ

んと赤ちゃんは？ちがう二つ

のものを組み合わせて遊んで

みてください。

＊＊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。。

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！！～～

「赤ちゃん返りについて」

新緑の青葉にすがすがしさを感じる季節になりました。外あそびやお散歩もしやすくなりましたね。汗

ばむ日も増えてくるので、気候に応じて衣服を調節しながら体調に気をつけて過ごしていきましょう。

今回は「赤ちゃん返り」についてお話します。

「赤ちゃん返り」とは、ある程度いろいろなことができるようになったお子さんが、まるで赤ちゃんに戻っ

たような振る舞いをすることを言います。特に、下の子が産まれたばかりの上の子に起こりやすいと言わ

れていますが、環境が変わったときに起こることもあります。

赤赤ちちゃゃんん返返りりはは、、今今のの自自分分にに必必要要ななもものの（（愛愛情情・・関関心心））をを求求めめるるたためめのの大大切切なな行行動動でで、、健健全全なな発発達達過過

程程でですす。。とはいえ、赤ちゃん返りの対応にママやパパは手を焼くことも多いのではないでしょうか。

そこで、赤ちゃん返りに対応する方法をお知らせします。

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。

「「ももししかかししててここれれもも？？」」 赤赤ちちゃゃんん返返りりのの主主なな行行動動

＊わがままが増える ＊甘えたがる ＊反抗的になる ＊暴力的になる

＊寝かしつけに時間がかかる ＊今までできていたことができなくなる など

ススキキンンシシッッププをを

意意識識ししてて増増ややすす
叱叱りりすすぎぎなないい

もう大きいんだからと思わずに、

できるだけ抱っこしたりなでな

でしたり、スキンシップを増やす

と、お子さんは「大切にされてい

る」と実感しやすくなります。

赤ちゃん返りに叱ることは逆効果

です。危険なときなどはしっかり

止めることも必要ですが、大きな

声ではなく静かに言い聞かせる

ことを心がけてみましょう。

おお子子ささんんのの気気持持ちち

をを受受けけととめめるる

ハハーードドルルをを

下下げげててああげげるる

励励まますすよよりり褒褒めめるる

おお子子ささんんにに感感謝謝のの

気気持持ちちをを伝伝ええるる
ままわわりりにに助助けけをを求求めめるる

親親もも気気分分転転換換やや

スストトレレスス解解消消法法ををももつつ

お子さんの要求をできるだけ受

け入れてあげましょう。ただし、

わがままをすべて叶えるという

わけではなく、無理なことやいけ

ないことはきちんと伝えましょう。

【【参参考考・・引引用用】】 東京ガスくらし情報サイト ベネッセ教育情報サイト

実年齢よりもずっと下だと思って

対応してみるのがおすすめです。

お子さんの気持ちが落ち着いた

ら、前にできていたことはまたで

きるようになってきます。

少し大げさなくらい褒めてあげましょう。

不安を抱えながら成長しようとしている

お子さんは十分がんばっています。当た

り前の行動も認めてもらえると、お子さ

んも安心できるでしょう。

お手伝いをしてくれた時など、

「ありがとう」と言葉にしてみまし

ょう。どんなに小さなことでも良

いです。感謝をされるとお子さん

は自分が認められていると感じ

られます。

両親で交代して出かけたり、祖

父母にお子さんを預けたり、自治

体の子育て支援を利用したりし、

子育てをお休みする時間を作っ

てみましょう。

短時間でも気分転換できそうなことを見

つけてみましょう。車の中で大声で歌う、

音楽を聴く、小説や漫画を読むなど何で

もいいので、リラックスできる時間や方法

をもちましょう。

お子さんに「大好きだよ」と気持ちを伝えたり、気持ちを受け入れたりしていけば、赤ちゃん返りは

いずれ落ち着きます。お子さんの様子を見ながら、工夫して乗り切っていきたいですね。

あありりががととうう
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程程でですす。。とはいえ、赤ちゃん返りの対応にママやパパは手を焼くことも多いのではないでしょうか。

そこで、赤ちゃん返りに対応する方法をお知らせします。

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。

「「ももししかかししててここれれもも？？」」 赤赤ちちゃゃんん返返りりのの主主なな行行動動

＊わがままが増える ＊甘えたがる ＊反抗的になる ＊暴力的になる

＊寝かしつけに時間がかかる ＊今までできていたことができなくなる など

ススキキンンシシッッププをを

意意識識ししてて増増ややすす
叱叱りりすすぎぎなないい

もう大きいんだからと思わずに、

できるだけ抱っこしたりなでな

でしたり、スキンシップを増やす

と、お子さんは「大切にされてい

る」と実感しやすくなります。

赤ちゃん返りに叱ることは逆効果

です。危険なときなどはしっかり

止めることも必要ですが、大きな

声ではなく静かに言い聞かせる

ことを心がけてみましょう。

おお子子ささんんのの気気持持ちち

をを受受けけととめめるる

ハハーードドルルをを

下下げげててああげげるる

励励まますすよよりり褒褒めめるる

おお子子ささんんにに感感謝謝のの

気気持持ちちをを伝伝ええるる
ままわわりりにに助助けけをを求求めめるる

親親もも気気分分転転換換やや

スストトレレスス解解消消法法ををももつつ

お子さんの要求をできるだけ受

け入れてあげましょう。ただし、

わがままをすべて叶えるという

わけではなく、無理なことやいけ

ないことはきちんと伝えましょう。

【【参参考考・・引引用用】】 東京ガスくらし情報サイト ベネッセ教育情報サイト

実年齢よりもずっと下だと思って

対応してみるのがおすすめです。

お子さんの気持ちが落ち着いた

ら、前にできていたことはまたで

きるようになってきます。

少し大げさなくらい褒めてあげましょう。

不安を抱えながら成長しようとしている

お子さんは十分がんばっています。当た

り前の行動も認めてもらえると、お子さ

んも安心できるでしょう。

お手伝いをしてくれた時など、

「ありがとう」と言葉にしてみまし

ょう。どんなに小さなことでも良

いです。感謝をされるとお子さん

は自分が認められていると感じ

られます。

両親で交代して出かけたり、祖

父母にお子さんを預けたり、自治

体の子育て支援を利用したりし、

子育てをお休みする時間を作っ

てみましょう。

短時間でも気分転換できそうなことを見

つけてみましょう。車の中で大声で歌う、

音楽を聴く、小説や漫画を読むなど何で

もいいので、リラックスできる時間や方法

をもちましょう。

お子さんに「大好きだよ」と気持ちを伝えたり、気持ちを受け入れたりしていけば、赤ちゃん返りは

いずれ落ち着きます。お子さんの様子を見ながら、工夫して乗り切っていきたいですね。

あありりががととうう



☆あそびのバリエーション☆

最後の「ひじ とんとん」の「ひじ」の部分をおなかや肩、ひざなど体の

いろいろな部分に替えて遊びます。

①① ちちょょちち ちちょょちち ②② ああわわわわ ③③ かかいいぐぐりり かかいいぐぐりり

④④ ととっっととのの めめ ⑤⑤ おおつつむむ ててんんててんん ⑥⑥ ひひじじ ととんんととんん

手を口に３回あてる。 両手をグーにして、

上下に回す。

片方の手のひらを、

もう片方の人さし指

で 3回つつく。

両手で頭を軽く2回

触る。

ひじをもう片方の

手で軽く 2回触る。

手を２回たたく。

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～～

「「赤赤ちちゃゃんん返返りりににつついいてて」」

◆◆子子育育てて支支援援のの会会

◆◆子子どどもも図図書書室室おおすすすすめめのの絵絵本本

◆◆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３３４第

令和４年５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♪♪ 『ちょち ちょち あわわ』５月

北北部部地地域域交交流流セセンンタターー ななごごみみんん

ププレレイイルルーームム

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。

５５

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

１０日・１７日・２４日・３１日

毎週水曜日

１１日・１８日・２５日

毎週木曜日

１２日・１９日・2６日

講座名 開催日時 場所 講師 定員 受付期間

歯の健康
６月１４日（火）

10時～１１時

地域交流センター

六ツ美分館

悠紀の里

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）

４月２７日（水）から

５月２７日（金）まで

親子で

バランスボール

６月2８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
松井 裕子 氏

乳幼児親子

各15組

（抽選）

５月1０日（火）から

６月1０日（金）まで

パパママ講座
7月9日（土）

10時～１１時３０分

総合子育て

支援センター

多様性社会

推進課職員

乳幼児親子

15組

（抽選）

5月20日（金）から

6月21日（火）まで

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。

≪プレイルーム・よちよちルーム≫

１０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。

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

【【表表紙紙ののわわららべべううたた】】 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

お休みの

お知らせ


