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藤塚に新しい公固ができました 日,を 住宅行の間に

ある小さを公口ですが 真

"し

いカラフルな連具や 休憩
月の東量もあります.公田の北例には本が茂っているので
今の時期なら木の実を搭うことができそうです ただ 周

キ包っこ魚丑

'4J

i魚丑
tヽ っばい拇っこしてあげたもヽけど

,つと担っこしてιヽるの13大変

そんな時に 抱っこ綱ゃおんぶllが大着鱚

外出時でも 家の中でも菫宝 でも 糧目が多くて迷うところ.

そこでみんなの愛月錮を持ち■つてltべてみました.

新生児のころは壺かせたまま 首がすわつたら抱つ

こ 展がすわつたらおんぶ というように いろいろ

な使い方ができるタイプ.抱っことぉんぶ2wayも
のなど、t｀ろいるな種類があります.

商品例/コンビニンナナンナマツカルコンパクト
フアースト′`ディバディ ェルゴベピーキャリア
ベビービョルン be(o北●しろくま堂タートリー

ノなど

(3)く使つてま→
●リングなし(新 生児期から使えるもの)

[新 生児期から棟掏oこ で使えて3歳ころまで縦抱つこで使えるタ

イブが魅力で購入しました 日整機能があり 体格差のあるパパで

も使えますが 利き手を限定するタイブなので夫婦のrJき 手が進

うと少し不便 私の使用しているものはホちゃんを入れる袋の外

側にポケットがついていて小銭入れとお帯ぐらいなら入るので■

い物のときなどとでも便11です J

●リングなし(騒 がすわってから使えるもの)

'と
つてもコン′`クトなので 買い物などちよつとしたときにすぐ取

り出せて便利です。正面でなく 少し様にずらして抱つこできる点も

いいですよ。延婦になつて上の子■歳9ヶ 月い 抱っこをせが0と き

に 久しぶりに使つてみたら意外と楽でした シンプルな形なので

パパでも廷抗なく使えます J

●リングあり

「見た目がかわいいので使いこなしてみたいと思い 産後に綸習会

に参加して教えてもらt｀ました 首がすわつた頃から縦抱っこで使
いました コツさえつかんでしまえばこんなに簡単で便利なものは

なかつたです。このスリングに入れておけば知らないうちに口てい

たし 寝ついて降ろす時も,こ となので気付かれにくtヽ し テール

部分を口ているお餞にかけてあげればいいし 栞で抱つこするより

■くないし 両手があくので抱つこのまま洋式トイレもらくらくです

(外出先で動かつました).腱間にお財ヽも入ります 大きな声では

言えませんが テール部分で吐を戻しを拭いたことも多々あります.

あと うちの長男はよくそりかえる者発なタイブだつたので

`ゅ

つ

と締められるリングつきしかためてした.J

0く使ってま→
帳 期面使えるので まずはひとつあると助かります

よ。J

「首がすわる前から使えるタイプを使つていました.

赤ちゃんの扱いに使れない人でも使いやすい設計に

なつていて助かりました J

「お家での工事をする時にはおんぶ お

“

をしながら

散歩するには抱つことそのときにあわせて使い分け

られるのでオススメです J

f子どもや月齢によって好きな体勢があるので その

都度買い普えする必要がありません J

「上の子が2晟違いなので 下の子が生後 lヶ月半か

ら外に行くことになりその時から横抱つこ 首が座つ

たら

"掏
つこ 麟が座つたらおんぶと大活曜 J

「抱っこで嚢てしまつた時 赤ちやんを一旦降ろすこ

となくおんぶへ移行できるタイブもあります これ

は便千JJ

おんぶ専用タイプ.書 ながらの0も で結ぶも

のや リュックのようなものなどがあります.

商品例/ニンナナンナかるがるキヤリー みき

すけ おんぶひも Jと 極しろくま蛍 昔ながらの

おんぶひも ラッキーェ業子守薔など

く」♭く使ズま→
嗅 家にあったものを規子2代で使つています J

「前でクロスするタィプの「おつばいばつてんJで

も家の中で使う分にはOKで す 赤ちやんが安定

するので家●が楽ですょ.授 ,し期でおつばいが張

るタイブだと[迫されて痛いことがあります。

ばつてんではないリュックのようなタイブもあり

ます 肩パッドがしっかりしているものを選ぶと
いいですよ.J

「もう自分でたっちもあんよもできる2麟の■男

を背負う分にはとても葵♪足を履かせてそのま

ま背負うだけだし 背負ぅためのとめ具もほとん

となくて紐で縛るだけなので嶼れればとでも簡

単です。J

「ママと曰じ目線でいろいろなものを見らltるの

で 赤ちゃんも楽しいようです.屋が長い人は

まとめ方をI夫 したほうがいいかもJ

「おばあちゃん達はこれが一番シンブルで使い

やすいと言います。リ
「上の子の就口前のわ児教

=で
は 一緒に何か

をやることが,く おんぷしたおかげで 両手が

空し`ていろいろできて便利でした 家の中では

下の子をおんぶして 上の子の相手をしながら

家事等をすることができました。買い物等に行つ

たときは 上の子が
'ベ

ビーカーに乗りたいJ

f抱 つこJとなつた時もおんぷをしていれ
`よ

伺と

かなりました J

対面前抱つこ専用の 両■で支える●製

抱つこ紅

商品例/フ エリンモ抱つこひも みきす

けだつこひもなど
リングを使つてその都度田整する

もの リングなして大ききが決

まつている籠単なもの リングな

しで新生児翔の横抱きからたて

抱つこまで使える多機能タイプと

いろいうあります.

商品例/ト ンガ ベビーホル

ター 1ヒ 幅しろくま堂 キュッ

トミー|、 AJ`,oベッタキャ

リーミー|ュアプランドスリ
ング、ビースリングなど

Ooメ帥)

[両手を離しても安定しています 抱っこ粗

自体も軽くて肩蘊も太いので子どもの[き

もかなり軽減されます 簡単な作りなもの

もあつてお値段もお手ごろなのでオススメ

ですよ J「 軽くて扱いやすいく 肩こりしに

くいです.Ji折 りたた0と非常に小さくな

るので パッグにも収納でき な饉も疇単

お山掛けに便利です。

「

シンブllな 形なの

で洗濯しや,い ですよ。J「 フイツト感抜群

で 子ともの抱き具合がとてもいいです。」

いかがでしたか?ここで紹介したものは

c‐ く一部です 実なに使つて0こ ママはい

なかつたのですが 双子月のおつこ籠もあ

りますよ,その子の性格 咸員0嗜 で好み

`^わ
ることもあります ただ初め

“

崚がっ

ても ,tlて みると
'つ

かり腐心地がよく

なつてしまうことも
"入

いに様 0々タ イプ

の|.●をはしてみるのがオススメです.ネ

ちゃんとママの好みや生活スタイルに合つ

たものがみつか社 いいで亀

【ふあまつぶ0マ マより】2010年 2月 12日

(0)に につしん子青てIt合 支晨センターで

の「はじめましてネちやんママJにて・実属

にこん0の使つてみたよ1・ と他つこllお
んぶaをはじめ毒 な々子青てグウズを歯介

する予定です ブレママもぜひでひ0,"
ください

""は
来月etご覧ください

、使つてみたよ/

赤池駅すぐの場所にあるかわいい小さなケーキ屋さん 雑

誌や晨業まつりなどであ花のかたちの焼き彙子に一日惚れさ

れた方も多いはず.かわいいお花の焼き東子は中にジャムが

入つていてシンブルなおいしさ。個包装 されているので

ちよつとした手みやげにもぴったりです 無添mの生クリーム

をたつぶり使つたふわふわのケーキは 甘きoか えめのほん

わかやさしも`味です

お誕生日など:己念曰にびつたりのデコレーションケーキもあ

り +300円 からお総描きもしていただけます 今年のクリスマ

ス月ケーキもかわいいですよ (ケーキの予約は3日 前まで ,

宗 ベ

厚紙 カッターナイフ

木工用ボンド

1厚紙に透明容器の口の部分よりひとまわり大きい

円を描を 切り取る

2切 り取つた厚編に 大ききの違う2種類の穴を開

ける とんぐりが穴に通るか一度薔囮しましょう

3どんぐりを,～ 6口 入れた透明容鶴

「

祗 透明

容器の順に重ねる 容器のふちに木I月 ボンドを

つけて接着し 乾くまで待つ.

4どんぐりを穴に落として節 ましよう

参考 ht,P′ ′www● ty taka`。 ぃ。,aka,Pた h‖ d Care′ toy′。ぃ。(h。 127 htm

どの料理も 離乳時期

にはじて取り分けて食
べさせてくださいl● 1

・一 ― 一 =離 乳 食 紹
「かぼちゃの    「かばちゃサラダ」

ミ′レク表」    (材 将) かぼちゃ,09

く材料)か ぼちゃ1509  人参209 きゅうり:。 9

11■ 3′ 4カ ップ     レタスI,9 A(マ ヨネー

砂着小2 塩少  々 ズ 大1 酢 小2 壇 こ

1かばちやはヨとわた しょう少 ,々

を取り 皮を部分的に 1かばちゃは2c m角 に

むいて一口大に切る  人蓼は1(m角 に切り柔ら

2鍋 に1と 牛軋 砂愴 かくゆでる

塩を入れて火にかけ 2さゅうりは,く スライス

中火で熟る       し軽く水気を繊る
3かばちゃが柔らかく 3Aの 興味料を混ぜ合わせ

なり 煮汁が少し残る 1と 2を加え混ぜ合わせる

程度になったら器に盛 4器 にレタスをしき盛リ

リつける.        つける

いばちゃグラタン」
0料) かばちや100, 窮挽肉:09

玉ねぎS09 油 小] ビ,用チーズ

209  塩 こしょう少  々 ′ヽター59

バセリみじん切り少々

1か _‐ ちゃは皮 わたを取リアmmの

厚きにしレンジで3分間力0熟する

2玉わぎはみじん切りにし 油を熱し

綺肉と玉ねぎを炒め 塩

“

椒で調味

する(味 は薄めて,

3か ばちゃを加えてきらに炒め バ

ターを塗つた耐熱皿に並べ 上から

チーズと′くターをのせる

4200て のオープンで1'～20分燎き

嬌き上がりにバセリを散らす

℃ ふぁま鋼 よ 多様な難 の鐘 な子育てを応援するため 随 市が発行していさす 子育てしなぬ 現青● フレ フレ 子育て 編集け でんでんふあわ ぶスタッフ銅 力のもとNPO法 人フアミリ ステ シヨンRn柘 て いさす 暫 れ の臨 朦 燻 見お まちしてぉリユ



嗜 文イヒふ4.あいバーティーJ

外国の人と もちつきや外国料理で一緒に交流じ

ませんか?日時 12′ 20(口 )1000～ 1400 場所 :

市民会館小ホール 展示ホール 対象 :市 内在住

在勤 在学の方 参

'0■

:500円 ■サ■ 校3年生以下

は300口 )定員 200名  申込み ■2′ 10(木 )ま で

に はがきに住所 氏名 電

“

番号を配入の上 リ

ビングサポートあいあいの家 (〒4700121本 郷町

御器衝中 )まで 当日消印有効

「颯子ふれあい体

“

依菫J

口時 J′ 14～ 3′ 25の毎週木曜日 (祝日を除く

"000～1130場 PF:口

“

義連動公□会議菫 対象 :入ロ

前の子どもと保護者 定■30組 (先な願 )参 加

彙 7000円  申込み ■2′

“

火 )～ 13(曰 》こ所定の

中込
=〈

同公国で配付または公ロホームベージか

らダウンロード可 )に 必要事項配載の上 郵送

FAXホ ームベージで同公田へ

'1月
～3月 一時曇■の口付 J

中込み 12′ 7(月 )～ 12′ 1“ 金

"〔

必要薔窺を持参の

上各国へ 実施回 |し 都保青国 中部保青□ 日

東保育田 受付時間 口ι部】
'00～

1130【■部】

]330～ 1600【日東】900～ 1700

「はじめのいつぱ」
子どもが生まれ 始めの

うちは家の中で過 こしてい

て 讀 が座 つた ら子 どもが

遊 べるところへ行 こうと首

が据わ つたあたりに考えて

いました

そして 腰が据わつたあ

る日 ドキドキしながらRoの

おうちl“話をしました。

赤ちゃん広場 (現 わくわくひろば☆ひよこぐみ )

についていろし`ろと田き 受

“

薔を置いたときに

は私の手は汗まみれでした r_1)

電話をかけようと思つてから実際に電話をかけ

るまでの期間はとても長かつたです.電話をかけ

るだけなのになかなかかけれなかつたり なt・ か

迷つたり

でも 電話をかけ赤ちゃん広場にいったことか

らママ友ができ も`ろいろな情報を知ることがで

きたりと 今に至るまでのいろいろな意味での |ま

じめのいつぼ
′
てした

きつとほとんどのママが llつ ている迪だとは思

いますが Rnのおうち 支援センター等にまた

行つたことが

“

ほとんどお家l・ こもつているマ

マがいたら 赤ちやんに話しかけてみて

きつと背中を押してくれます。そしてそのいつ

ばからいろいろなことがはしまると思t｀ ます

「饉生日」

今日は娘の2減 の睡生

口 1歳の誕生会からもう

1年.随分言葉でのコミュニケーションも自己

の主張もしつかりできるようになつた

輌から優の両親と風船を膨らませたり 誕生

会の■備を―緒にした.真似して風船を膨らま

せようとするとブツと風船が吹き飛んだ。そl■

が面白くて何度も「ブッJを やつて実つている

新語の誕生だ 「ブツ もう一回?オ ツケー |と

一人で会目しなから疲れな で繰り返した

夕方 ●良しの友違が次々と到着.自分の

バーティーだと分かつているらしし`.総勢 12

人の友達に日まれて 娘は幸せいつばしヽの様

子 色んなパーテイーケームを企画したが 子

ども違は類 の遊びを発見.凰船割リゲームは

特に人気があつた ビツクリして泣き出す子が

いなかつたのには正直驚いた。次第に割れた凰

船の残骸を拾うゴミポイ鶴走まで始まつた

ママ手製の娘のお気に入りの発のキャラの

ケーキが来ると娘は「キャ～Jと歓喜 露生日の

歌をギリシャ薔と英語で嗽うと キヤンドルを 1

2人の子ども違が一斉にフッとやつた.昨年は

蜆子3人で一緒にフッ.既に親よりも友邁との

世界が広がっている兆しかな.

皆に根つてもらえる娘は幸せだ そんな娘の

パ′0ま もつと
'せ

た.
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「つといのひろばJ1000～ 1400

人形劇           |
「こぎつわコンとこだ0● ポンJ I

12月 6日 (口

'i卜

00～ 1400～  |
ところ1市民会mハ ーサル

= |
対象 :年長までの規子    |
中込み :日 進おやこ剌場    |

●につしん子育て総合支援センター 「二生会J1040～ 1100「 わらべうた遊びJ1400～ 1415
◎名古屋学芸大学ヒユーマンケア学部 「0癒児のお友だち集まれ 」1000～ i100来 m

OR。 「つどいのひろばJ1000～ 3400

0に っしん子■てお合支握センター ・はじめまして ,赤 ちゃんママ」1400～

子青で相談/心 理カウンセラー(こ ころのお郎量)1● 00～ 1630

0ママのリフレツシユサロン
'プ

リサープドフラワーで作るXmぁ アレンジJ1030～ 1200-

"0「

O崚 児のお友たち彙まれ !J日時 12′ 9(水 ,

10100～ 1'OO対象10晟 児&保頑者 中込 ]1′ 30(月

'～12′ 4(金 )

ゆ O「 クリスマス会を楽しもう !」 日時  2ハ 5(火

'1000～1100対 象:0～ 3歳児&保護者 申込 12′ 7(月 )

～ 1■ 金 )

-12月 11日 (全 )0マ マのリフレッシュサロン「プリ

サープドフラ7-で作る X'ma`ブチアレンツJ l0 30～

1200 託児つき 中込み 12月 ,日 (木 )4日 (金 ),000

～1400 託児 6か 月以上の子ども(託 児椰 00円

' 
場

所:野方ニツtb公□交流館 託児場所は三ツ池公口駐車

場隣接の学菫保育所です 定員 :先な 1,名 参加■ 2500

|「定期開催 しています」 にっしん子育て総合支援センター    |
|あ そびのひろば¨月～全10:40～ 11:00/あそびのひろぼブチ…第2水曜

|

日14:30～ 14:40/チ ョキチョキベつたん…毎週土曜日10:00～

子

'て
相談 (セ ンタースタッフ/来所 電話)月 ～■9:00～ 16:00

休鮨曰…曰 祝 年末年始 (12′ 29～ 1′ 3)

o名古屋学芸大学ヒユーマンケア学

“
「クリスマス会を楽しもう|口 000～ ‖ 10受 Ij開始

'45～
|ヽ

―

●につしん子育て総合支盪センター 子
=て

相談 /栄螢± 1000～ 1130

0に つしん子育て総合支援センター ●●青て相談 ′保健 I●  1000～ l130
0Ro「つといのひろばり1000～ 1400

0に つしん子青て総合支援センター

'ク リスマス会J040～ 1■OO「 はじめまして 1赤 ちゃんママJ14100～

子青て相談/子 青てコーデイネーター 14100～ 1580

:ベビーサイン颯菫体験会J

l月 クラススタートに伴t‐腱会を行います

12月 19曰 (土 )2■月

"000～
1130(どちらか1口選

択してください )と ころ:R,の おうち 参加費 500

円 対象 (6ヶ 月～ 1カ半ぐらいまでのお母さん 持ち

物 :赤 ちゃんのお世柩に必要なもの 定員 1各回6組

中込み N'0去 人 El本ベビーサイン協会

諄定譴IT 伊藤栄子 T[し 0805,024158
[mal e chan54ma,ycyoh。 。てo,p

◆にっしん子育て総合支援センター 「み んなで , 2J10`0～ 1100

E日東子育て支llセ ンター 嘘 本の読み聞かせ 手遊び クリスマスの臥を取おうJ1000～
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