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曜 乳食をなかなか食べてくれない」 鳴 き嫌いが多くて栄螢バランスが心配・・・ 」など、お子さんの離
について、当んだことありませんか ?今 回はそんな時に気軽 lcI18談 できる場所をご紹介 し
乳童のこと―
]う 。

急病 で困つた時は
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●かかりつけ医に相談してみましょう。

年末年始 に
野 エッタ :

●時間外に対応してくれる病医鵬 あります。
●日進市内にI つの救急指定医療機関があります。
●症状によつては、救急外来のある大きな病院に受診することもで
きます。電話で問い合わせの上、受診してください。
●―刻を争う病状の時は、救急車 (119)を 呼びましょう
【日進市内で時間外対応してくれる病医院】
「日進市医療機関案内(東 名古屋医師会日進支83)HP」 参照
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臓ゆ ヽ ‐
・・
【日進市内の救急指定医療機関】

保健センターでは3〜 4か 月児健診(離 乳食の進め方、試食)。 10か 月なかよし相談 (離 乳食の進め方、
幼児童について、栄養相談)、 1歳 半児催診 (栄 姜相議)、 3歳 児使診 (栄 養相談)時 に栄養士れ がい
らつしやいます。それ以外にも 子育てなんで拍 ―ル"で も保健師又は栄姜士が相談に応じています。
(専 門的な相談であれば後日栄姜士さんが対応されます)対 面で相」lし たい場合は 赤ちゃん教室 (乳 児
〜1歳 8か 月)・ で計調と個別に業養相談ができます。
栄養士さんが受けた相談では、野菜な べないことや、ムラ食い、1歳 半〜3歳 では偏食、少食守が多
いとのことでした。生活リズムが崩れると朝食べられなくなるとのお識 ありました。
離乳食が始まつてから幼児食に至るまで、檬々な不安や困つたことなど出てきた時に、 子育てなんで
もヨール"で 気軽に聞いてみたり、じつくり聞いてみたいときは 赤ちゃん致室 "と 、使い分けができわ で
すね。(浅 井)

に っした子青て構含東撻センター・ 子育τ相餞 (栄 畿士)

愛知国際病院 h0501‑73‑7721杉 上 クリニ ック TB 0561‐ 72‑50∞
アカ ベクリニ ツクTa0561‐ 7430∞ 日進 おりど病 院 L0561
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みんなで輪になり、ひとりずつの名前を歌にあわせて呼びあい、サークル活動が
始まりました。今回はクリスマスツリーに飾るための長靴作り。子どもが飽ま しま
わないように、AIJ絵 も用意されていました。給士はメンチカツにポテトサガ 、柿
ジャムのかかつたバウンドケーキが用意されていて、どれも手作り 1!み んなで全
べると子どもの食欲も増しますね。
あちらこちらに子どもへの配慮がされていて、お母さん同士でできたサークルには
思えないくらいでした。着なくわ た衣類を提供している光景もあり、とても暖かくて
馴染みやすいサークルという印象を受けました。
来年度の多加え′バーを若干名募集中とのこと。ママ友が欲Ltヽ 方.妊 坂中でも
上の子をのびのびと遊ばせてぁげたい方、ほかにも興味のある方一度見学へ行っ
てみてはどうですか ?(柑 )
●対 象 1歳 6か 月前 後か ら入 園前 の子 どもとその保 護者
●活動 日 毎週水曜 日 10:30〜 13:00頃 (夏 休み 等 あり)
●場 所 南 部福社会館
●活動 費 1000円 /月 (給 食 費 、工作材 料 費 、その他 )●

【日進市から近い大きな病院】
TH 052■ 0■ 1111
名古屋記念病 院
藤口保 e■f生 大学病 院 L0562● 3‑21‖
■ 0561■ 233‖
愛知医科大学 病院
名古屋 第 二赤十宇病 院 L052832‑1121
聖菫病 院
L052■ 32‑1101

●日進市休日急病診療所 (中 央福祉センター内)
休日の急病 (内 科・小児科)に 対応してくれます。
・祝 日・年末年始 (12/29〜 1/3)の み9:00〜 18:30(昼 休憩1時 FIH有 )
日
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木のぬくもりを感じられるアットホ=ム な店内で、子どもの髪の毛を
切つてはいかかでしょうか。店長さんのお母さんが子どもにいろいろ
話しかけながら髪の毛を切つてくれるのでとても安心できます。また、
赤ちゃん筆を作ってくれますので子どもの配念にびつたりです。ママに
もレディースシェービングやエステもあり子どもをパパに預けてリラック
スしてはどうでしょうか。
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★住所 :岩 崎町根裏24‐ 52 ★■ :0551‐ 73つ 188
★定休日:毎 週火曜 日ヽ
第2、 第3月 曜 日
サト

臨 。
…∞wot
.。

︑

(量 ‐ :2卜 )
・さくなかがわそうや・え
なかがわりえこ
ある朝、とらのことらた力く
熱いミルクを飲みなう￨ら 外を見る
と、なんだかようすが.̲。 とらたはくつをIま いて外へ出ました。
すると、どこもかもまっい !「 ゆきだ たいへん : Iま くの
すなはがない。ばけつがない。しゃべるがない」
ゆきを見るのは初めてのとらた、かわいい口倹が￨。Lま りま
す。長戦をはいてみたり、そつとすわつてみたり̲、 とらたの
仕車が目に浮かぶような絵とセリフでつづられた素晴らしい
絵本です。
いつのまにかゆきの空は真つ青に嗜れわたり、まぶしく輝
きます。さて、とらたが出会つたお友達はどこへいつたので
しようか。(高 野)
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わくわくひろぼ☆ひよこぐ諄

●月刊ふあまっぷでは、市内協賛店aを 目次取材し̀特 典内書・
お店の情報などを毎月紹介していきますので、参考にしてね
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正式名称は「子青て家庭
.2知 県と日進市の協働事業で、日進市商工金の日力に
より日道市児童課が行う事姜です。詳細は、児菫課へ間籠
またはふぁまっ醐
号をみ
…
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● 小児救 急電 話 相談
愛知県小児科医会の医師による休日の政急電話相談態口、15歳 未満のお子さ
んが対象。
土・日・祝日、年末年始
19:00〜 23:00#3000番 (短 縮電話番号)
To 052263● 909(短 綸電話番号が使蔵 い場合)
●愛知 県歯 科 医療セ ンター (愛 知 県歯科 医師 会館 内 )
日曜日、祝日、お盆年末年始の急な歯痛に対応してくれます。
・お盆9:00〜 12:00
日OE日・祝日
年末年始 9:Otl〜 11:0013:00〜 15:tltl
TE1 052●

「わくわくひろば☆ひよこぐみ」は毎月1回 瀾催の子育てサロンです。ここ
くRinの おうち>で 行われている
では業養士さんに栄養相談ができる時間もあります。(日 進市児童課主催・子育て支援総合コーディネート
・委託先曖 0法人ファミリー看 ―シヨン肺 )
事業
離乳食について、3〜 4か 月儘静の時に説明は受けたものの、一人ひとりて進み方は様々。悩みも同緒に
個別に栄養士さんとお話ができるチヤンスはぜひ利用したいもの
子ども―人ひとりで異なつてくるとなると、
ですね。担当の栄養士さんにお話を伺つてきました。
「まず、何よりも育児を楽しんでください。離乳食もたくさん全べられる子、あまり進まない子、それぞれが
その子の個性です。お母さんが気負うことなく青児をしてください。そして市販の離乳全もうまく活用すればと
ても便利なtOです。なかなか手づくりでは利用しづらい食村でも簡単に利用でき、レパートリーも広がりま
す。多様な食材に慣れてゆきやすいので、上手に取り入れると良いですよ。J
とてもにこやかにお話をしてくださるので、あれもこれもと悩みを聞いていた澄 ました。なかなか教科書ど
おりに進まない離乳食 .専 門の方にゆつくり相談できて壌しかつたです。
「わくわくひらば☆ひよこぐみJの 申し込みについては、毎月の広報につしん1日 号rふ ぁまつぷ・あどはい
ヽ
。皆さんもお気軽に多加されてはいかがですか?(柑 )

値 ってみたよ J

愛知 県 )
●救 急 医療 情報 センター 〈
休 夜 間 救 急 、けが の 時 医 療 機 関 情 報 を教 えてくれ ます
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しく食事 ができるといいですね 。(今 村 )
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L0561‐ 73■ 7555

毎月第3水曜日の1000〜 11劇 に行われている、児童課の栄養士さんによる相談に行つてきました
今回は、 子どもも食欲の秋、冬に備えてしっかり食べて体力づくり"を テーマに季節に適したお話しを日き
・かき等)は おいしくて栄姜西も高いので薇
ました。食料品の中でも旬の新鮮な野菜 (い も等)、 果物 (り んご
極的に取り入れましょう。旬のものを見極めるポイントの一つとして、スーパーでは安くて沢山陳列されてい
るものを目安に選ぶといいそうです。また、塞億 り子どもが呟をすることも増えますが、そんな時にひかえる
「す0ばいものJ(の どを刺激するため).Fパ サパサしているものJ(バ ン・いも等)は 水分が少な
食べ物として
く咳をしやすいので、なるべく水分を多く含むものが好ましいそうです。
個月1相 談では、業姜士さんが室内を巡回し、実顔で声を掛けママと同じ目線で対応してくれますので、熙心
にお話しをされているママの姿もありました。
わが子が食が相く悩んだ時、栄姜士さんのお話を聞きr個 人差はあるよ。集らないて。Jの 言葉でリラックス
できたこともありました。卒乳、遊び食い、好き嫌い、おやつ、大食い、小食等と食の悩み￨ま 尽きませんね。マ
マが張りきつて作つた時にかぎリーロでごらわ さまされるとガッカリ。でも、何よりも食車を家族で囲んで楽
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ております.
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