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曰違市内でちょっとした軽全や食事ができる

場所が最初からわかつていたら うれしいことつてあるよ●

また 市外に,っ た時 子どもを迪ばせておやつを全べられるところがあると

彙楽にお出掛けができるよ0と いうわけで

市内外のおすすめすスポットを●せてみました

一康利用してみて13tヽ かがでしようか

0日 進市民会館 1 饉甲町

日進市の中心の小高い丘の上にある市民会館では 毎日様々な催じ物が行

われています。また 市民会館で様々な口座など開催されているので イ」用さ

れたことのある方もたくさんtヽらつしゃるのではなtヽのでしょうか?催 し枷やロ

座によつてはお昼の時間にかかつたり また こともがくすつた時など 4ヽ ホー

ル前にある多目的ホールで飲奎をすることができます 近くには飲み物や軽食

の自動販売機が設置されています

nR遭 市民会

“

OB進 市立図書館 1 彗 甲町

月刊ふあまつぷでも今年 3月 から10月 まで福祉会館情報を掲載

しましたが 福祉会館の中でも食事が摂れるところもあります そ

れぞれの構社会館で乳幼児が遊べる部屋も用意されていますじ

おもちゃの内容も違います 寒い時期にいろいろな橿祉会館をあ

れてみるのもしヽいですね

ただし 食事をする場所 |よ 厳守 後片付けも必ずしましょう 福

ll会館は子ども連れの方だけでなく お年

"り

や地域の方も利用

されます.お互いが気持ちよく使えるようにしたいですね !

●|し 都福祉会館 /お弁当 おやつはリビングでどうぞ

●岩崎台 香久山福 It会 館イラウンツホールと沐1月予約がないと

きは 食事室でも食べらllます.

0西 部福祉会館
′ロビーのみ飲食可能です.

●相野山福祉会館/ラウンジ内の九テーブルのみ食事に利用可

です

0東 部 南部の構社会館は水分補給のみです お食事はこ遠なく

ださい.

O Rinの おうち        1岩 晨町

Rnの おうちでは基本||に 毎週木層曰 (イベントなどで開催して

いない日もあり)つといのひろばとして開放しています 保青士

の方が 1名おり 来場しているみなさんの様子を見ながら読み

“

か

せ 手遊びなどをします。その後 持参したお介当を広げて楽しい

ランチタイムが毎回開催されています 電子レンジとお潟が無H
で使えるので離乳全を温めたリ ミルクを作つたりもできますよ.

また R、のあうち自体を■し切ることができます.Jヽ .tなキッチ
ンもあるので みんなでお料理をして大広同でクリスマス会をし
たりとt｀ う沐哺法もアリです 彙切をご希望の方Iよ Roの おうち
のスタッフまでお気軽におl.5合 せください

日` R●のおうも

図書館ではエントランスホールから出られる中庭幌 童書コーナーから出ら

れる中鷹では禁止)と な手のフリースベースで飲食が可能です そIt以 外の

場所は飲食禁上ですが 子どもの水分補綸用のストローマグなど|よ持ち込み

可です.絵本をどつきり週んてから■店でお弁当を食べるのか わが子のお気
に入りです ゴミは各自持ち帰りましょうね
併設されているカフエのランチやおやつは安くておいしく 子ども用のイス

もたくさん用意されていますよ

日` 日遺市目書腱

nス ポーツセンター 1 菫甲町

スポーツセンター2Fに
'こ

ともべやJがあります じいうたん敷きの広々とし

た空間です こども月クライミングウォールなどもあり小学生以下の子ともが

自由に遊ぶことができます (未就学児は保餞者向伴でお願いします。)広いの

で 思い0り 走り回つて遊べそうです 4虚のわが子は クライミングウオール

を,1常 に気に入り いつまでも遊んでいました マツトも置いてあるので でん

ぐりがえりの棘習なども心おきなくできました 子ども用トイレ おむつ管え

シートなども宝内にあります.室内では飲食は禁上ですが
'こ

ともべやJ前 の

ベンチやホールなどで 飲食可能です.併設のレストランもありますよ
ghス ボ_ッ センター

0カ フェ&ベーカリー あゆみ 1 菫甲町

図■館の西側にあるカフエ&ベーカリー「あゆみJをこ存知ですか?ここは知的

朦書者援談施設ですが 生産活動の場としてバンの販売と喫茶をしても`ます カ

フエスベース以外にも施設内の会議室(親子1盛捏度利用可能)を無料でイート

インスペースとして利用することができます ランチもサンドイツチランチやバス

タランチなどお値打ちに会ぺられますよ 会議
=利

用の場合は注文とあわせて

`前
に予的しておくことをオススメします ′

'一

ティ等にも相酸に応じて対応して

くだきるとのことです.施設長イチ押しの金バンも足,|おはしくださいね.

dhヵ フェ&ベーヵリー あゆみ

n市 内福祉会館

イーストプラザいこまい館 1 東 郷町

日進駅 ホ池駅 来野水駅からもパスで行ける 東椰町の交流拠点施

敗です 広いおもちゃルームに水中トレーニング室 屋外には芝生広場

もあって 子どもが一日遊べます 飲食可能スペースは回ピー フリース

ベースのベンチ 予約可能な和菫(200～ 300Π /時間)があり 喫茶

'No`maCafoiの
日管わリランチ等を和三まで運んでもらうこともでき

ます 他にも様々な施設を併設しているので 一度ホームベージをご冤

ください

∩ イーストプラザいこまい

“

愛知国際児童年記念館(モ リコ0パ ク内) 1長久手町

モリコロ′ヽ―ク内にある愛知国際児童年記念館をご存知でしようか
'

私はつい最近知り もっと早く知つておきたかつた場所です.エ ントラン

ス付近には塁 地球博で活躍したあのロボットたちがいて あの感動が

よみがえつてきます また 量鮨館 メルベン プロムナード は有料 (大

人200円  子ども100円 )ですが 夢の国へお散ケに行けます.そ して

毎週日II日にはこともホール等で様々な催し物を隠饉されています お

二月は2日から催し物があります0で c‐ 家枝で遊びに行くのもいいで

すね もちろんおもちゃコーナーもあり 絵本も口いてありますので 小

さい子でも楽しく遊べます 授乳菫もあり 飲食はラウンジでできます

Jh贄 知口藤児童年2,盤

入場lll無料(施設内一部資料),用 時l・l10時 ―17時

尾張旭市新池交流館 ふらつと 1尾 張旭市

758キ ッズステーション 1名古 曇市

日進市内から章で30分 ほどでいける尾張旭市新池交流館「ふらつとJ

には軋幼児から遊べるキツズスペースがあります。冬季キッズベースは

全面床曖口が入ります (と つても饉かかつたですヽ授乳菫が併設されて

おり とても便利です ソフトプロツクや組み立て式の平均台 會の出る

おもちや 絵本があり 子どもはとでも楽しそうです キツズスペース内

外の飲食は可能で 近くに軟み物やアイスクリームの自動販売機があり

ます。当施設には屋外バスケツトコートがあるので 当日でも空いていれ

ば ll用 できます おうちから持ってきたボールでも連べますよ その他

にも様々な口座 (飩 児無 )や フロアコンサートが厠■されています ―屋

お友だちと遊びに行つてみてはいかがでしょうか ?

日ヽ ■■油ぉ5濾交薇

“
ふうoと

名古屋市矢場町のナディア′く―ク内にある758キ ッズステーションで

も飲全可能な場所があります.ママがお只t｀物の間 ババと子どもで

寄っておやつやひと休憩 なんてのもいいかもしれませんI.飲全可能

な場所は キッズらいぶらりい マルチルームがあります.(た だしマル

チルームは子青てサークルなどの団体利月や綸座等がある場合は使用

できません )こ ちらもたくさんの方が利用されます.利用される際には

お互い腋り合つて 気持ちよく1,用しましよう.

gh,,8キ ッズステーション

襦 醜藝
定員 新春映画会 ニューイヤーコンサート

`t各

300名 (先を隕 自由席 )

クラフト等は各30岨/'m棗 晰 春映画会 ニユーイヤーコンサートは無料

14と んぼ(400円 ヽ凧づくり(5∞円ヽ石Iク ラフト(]00円 )

他にもたくさんのイベントが予定されています 辞撻はお間合せください

0日 達ベタニヤ幼稚□
プレスクール「こひつじぐみJ 募集期間/6月‐‐ろの
幼稚□入国説明会にてお話がある ●05617}5323
0白 山幼稚ロ
「プレスクールJ 募集期間/4月 初めに説明会あリ

●ハイランド自山幼程ロ
「プレスクールJ 募集期間/4月 初めに説明会あり

●和合あかつき幼稚国
ブレスクールなし 00,6卜 722281
●曰進旭丘幼織□
ブレスクールなし ●056■ 7}1:]0
●薔久山幼稚園
1子 育て広場J 募集期間′

"初
め頃 ●05280321‖

0日 東子青て支援センター(詳 しくは広報 1月 1口 号の

暮らしの情報ベージに掲範されてしヽます)福 h瞼館

でも親子教室が行われています

Ktttりぉ
“
ゃ■

5 Frり 曲げた三角のところの中心に凧糸をつけま

す (纏い糸でも可 ひもは[す ぎてだめてした)

糸の長さは80'～ lmぐ らい。身長によつて腱

聾してください.

参考 httpツ′ya,a,1l ku,c ao,P′ d。「y′ 200り 01′ po,卜60 html

ブレスクールでつくllま した
いつぱい走つて

「りんとがたべたいねずみくん」
(～2歳 くらいから～ )

まつすぐ苺びた大きな木.赤 くておいしそうなりんこの実

がなっています。ねずみくんは その米を下から眺めていま

した そこへ と,く ん さろくん でうくん 次々にやって

きて りんこの実を取って食べていきます ぼくにもつばさ

があつたら 末のぼりできたら…と思うのですが かないま

せん.そ して 最後にあらわれたのはあしかくん。あしかく

んはねずみくんに どうしたの ?と 尋ねます.ね ずみくん

がわけを話すと あしかくんはいいことを思いつきました.

きて それはどんなことだつたのでしょうか.

ねずみくんシリーズ|よ「ねずみくんのチョッキJなど全26

冊.お 好きなものを手にとつてお楽しみください。(仁 )
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eお あまつ31ま 多様な家族の多 l・ な子育てを応擾するため 日進市が発う しています 子胃てしながら 猥百ち !フ レー フレー子 育て 1編 集 ま でんでんふぁまつぶスタッフの協力のうと NPO法 人フアミリーステーシ ョンRnが 行 つています。旨さんの挨稿 情報 こ意見をおまちしており示す   デザイン/くわはらさとみ イラスト/こ ざわまゆか のだ
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広報を略から■まで読

んでしヽてふと気,いた 子

どもを産んで家庭に入つて

から 地域のことにすいな

ん関心をもつようになつた

なつて.

それまでの私は平日は

0[と して●き 土日は衝中

で買t｀物や映画 外食といつた生活を送つてい

た 福祉会館 支援センターを利用したり 市の

イベント情報なんて見向きもしていなかつた

そんな私が今では子どもを連れて公国や支

援センターヘ行き近所のママと話をしたリ ロ

●萬の読み口かせに出かけたり 地元のお祭リ

を楽しみにしていたり 時には工事現場のおじ

さんに子どもをあやしてもらつたことも

子どもをもつたことをきつかけに この「につ

しん」というまちの面白さ 温かさ 居心 llの よ

さを実感できた気がする

会社を辞めるときに 社会との口わりが途絶

えてしまいそうで不安になつてし`た そんなとき

上司から言われた言葉がよみがえる 「これから

のお前にはまた新しい世界が広がる そのコ

ミュニティーを大事にして 楽しむんだ りその

言葉通り 今の私には子どもをとおしていくつも

の新しい輸かでき 恐味 関心事が増えた どん

なきつかけであれ 新しい出会いがllえ ること

を これからも楽しみにしたいなと思う
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●につしん子青て

'合
支猥センター ‖

=じ
めまして 1赤ちやんママ 1141∞ ～

「,心 理カウンセラー (こ ころのお郎副 ,141① ～ 1630

「定 期 開 催 して い ま す 」 につしん子育て総合支援センター

あそ●●の0ろ ば一月～金 10:40～ ]1:00/あ そびのひろばブチ…第2

水嗜曰14:]0～ 14:40/チ ョキチヨキペつたん…毎週土曜日10:00～

子育て相談 (セ ンタースタツフ/来所 電話)月 ～■9:00～ 16:OO

休館日…曰・祝 年末年始 (12′ 29～ 1′ 3)

消防山初式を見学しませんか ?

消防団員と女性防災クラブか―堂に会じ 地域

防災活動への意気込みを新たにする式典です

日時 J′ 10(日

“

α00～ 1200 場・ ●:ス ボーツセ

ンター第 1競技場 内容→肖防功労者の表影

幼年防火クラブによる防火の誓い 日進東中吹

美楽部の演賽 消防車両■閲など

:  |●につしん子育てお合支援センター

12i火 嗜隆会J10●0～ 11・ ll

口回ゆ 27曰 (本 )0曰違市子青て支■●合コーディ

ネー ト●彙「わくわくひろば☆ひよこぐみ J1030～
12つ0 申込み 1′ 2● 木)iOЮ O～

'400 
対象 0歳～

おおむね 1カ半の壇子 場所 Rnの おうち 定員lえを

15組 (各口予約詢)参加費¬組100円

-27日 (本 )0わ くわく颯子連びサロン「●分を楽

しもうlJ10 00～ l10 対象 0～ ]載児&保饉者 申

込み ツ18(月 )～ 22(金 )

ロロい 14日 (本 )◎ わくわく■子苺●サロン
'2～

3歳児

のお友たち彙まれ :JlQ00～ 1■ 10 対象 2～琉 児&

保凛者 申込み¬′4(月 )～ 3(金 )

-18曰 (月 )●につしんフアミリー サポート セン

ターf入金説明会 ●コ全J斃 30～ 16つ 0(依頼会員は正

午まで  ヽ1セ ンターの説明と

“

習 2救命救急

"習
(援

助 両方会員は L7須 依頼会■は希望者 )中 込み¬

月12日 (火 )ま でにセンターヘに お可)託 児森 料 (要

予ll)ll所 :中央福祉センター 集会室 持ち物抑 艦

写■ (縦 4cm× 棟,cm)2枚 ●記用異 年会賣

2月 1日 (月 )0ママのリフレッシュサロン「ミニ

コンサート&テ イータイムJ1030～ 1200 託

児つき 中込み 1月 1'日 (金 )13日 (月 )

1000～ 1400受 付/定 員に満たない場合は

受付日以嬌臨時受付託児 6か月以上の子ども

(■児村
'00円 ' 

場所 :名東福祉会レジデンス

ロ進 C表田町
' 

定員 :参 加者]0名 (“児は先■

1,名定員)参加■ 500円 (ケ ーキとお茶代 )

1/2月
`日

(■ )2/2月 20日 (■ )「楽しく学

“う:女 性のためのセルフディフェンス(n■綺 )

「Wen Doり 13つ 0～ 1`00場 所 ,ス ポーツセン

ター第4競技場内容 ■W● n Doブ ログラムつて

なに ?2反 摯技のパリエーシヨンなど 対象 :

市内在住 在動の女性

“

師 ,福 田唯(Wen Do

公●インストラクター)定 員 20名 (先をn,

参加費 栞 料 持ち物 :動 きやすい服装 タオ

ル 飲み物
=配

月具 託児あり(10名 程度〕

申込み J′ 2'(金 ,までに 市民協慟課へ■嬌

FAX:m,1で .

12～ :崚児のお友だち集まれ !J

:  |● につしん子育てお誉支援センター

15金 尋棒犠以百事:乳生翼ギ;≒ 14"～ ,Ю

1  10に っしん子育てお台支螢センター

16:土 :味しく体操
「

23J1040～ ‖2`

:  :口 日東テ育て支盪センター 唯 本の読み国かせ 手遊び 小麦粉粘土であそぼう li∞0～

18:月 :0につしんフアミリー サボード センター入榊 会 
“

留会9ω ～16m m

●にっしん子育て総合支曇センター「子育て相談 1栄誉±  100～ 1● 30

ORo「つといのひろば 1000～ 1400

あなたの特技や趣味を活かしてコ

ミュニティ ビジネスでブチ企業し

ませんか ?

日時 :′ 23(■ い330～ 1630 場

所 .市民会館3味会穣室 内容 ‐コ

ミュニティ ビジネスの紹介 ビジ

ネスの紹介 ビジネスプランの作成

のポイント 質疑 交流 /.ど  勢師 :

口戸恵美子 (E業の学校校長 )定
員 30名 t先●猥 )“ 児あり(1蔵半

～

“

学前名10名程度 先を順.1人

200月 )申込み J′ 20(水 ,ま でに

市民協慟饗へ電蹟 FAX[ma‖ で

市民協鬱凛 電話 05617331,4

FAX 0561 7'4603[mal kyoud
。●0。■y,`shn g,p

0日 進褐■8で三援なきコーディネート●業

0名さ星学芸大学ヒューマンケア学部

子ど●
・ ケアセンター OS`17,2226

■健育薗(燎 0園艘庭闘故は[報をご覧ください )

[● m● ζ。●
`●

b● bo～ 赤ちやんのお家～

(るんば ちびつこ さくらんぼ いちごクラブ
,0561752244(に つしん子百て継台支援センターi

IE進おやこ劇場10,61'20203

★[健センター OS`'72Ю 7,0

お

最 ¨ 鳴

児n課 o5`1,310'S

市民交流諏 0561'381'4

スポーツセンター10`61''1888

26土 薔総,電督瞥 tttζ
卜紙詢

:  :● にっしん子膏てお合支援センター

25:月 |「
みんなで1 2J10■ 0～ 1,ω

:  :0に つしん子育て総合支援センター

26:火 「エプロンシアターJ1040～ li∞

27水 ょ浜ち、踊輩続
=告

ラ協;湯1露 円:樹珊馳
ORo「つといのひろばJ1000～ ,400

日時 1′ 3メ日

"400～ '600場
所 」ヒ郎

|

福祉会館多目的ホール 内容 :学 校で |

|の ,日 の動き大型図面で腱擬体験 参

:加 費 :無料 中込み 1不要.直接会場へ

Ｌ

ヽ

計
一

||● ミCtお

“

モtl ::ピ 1ミ ′

距
年末年始の0薇 菫内

【体曰急瘤じ凛所(中央福祉センター内)】 80,617375,5
内料 小児ヽ 12′ 2,(火 )～ 1′

'日
)%00～ 1630

【藪拿E療情報センター】a056182113324時 間受付.

最寄の医療機関を紹介してくれます

t● ヽ医療センター】●052,629102
名古屋市中区丸の内}'18(愛 知日ヽ 医師会館地下

'12′ 29(火
'9001100 12′

301水 ,～ 1′ ,曰 )'00～
li 0013100～ 15:OO

【壼口地域医壼センター18056,343000
豊田市西山町}301 内科 外科 歯科 12′ 29(火

'～

1′ 3

1日 ¬O OO～ 1430(内 科 外科は24時 同
'

カーブームJの 中 幼少期を過ごしたので そ

んな息子に男の子としての成長を感じる反面

その■■心には毎度あきIIlな がらも感心して

いる 彼は親が今まで知らなかつた世界薇 道

にご執,心 .特に新幹線～特なが最もアツい や

たらに絆しく知つている.新絆独の柄‐ t下し

かちゃんと層かない.

先日の事 線路のすぐそぼを家餞を乗せて

草で移動中 目の前を新幹線が横切つた。猛ス

ピードで走り抜ける青と自の開体部分がちらつ

と見えただけなのに 瞬F・l i300系 Jと 叫ぶ

息子.なんと正解.息子よ なぜわかる ?・

別の曰 義母が電車で遊7Jに 来た 「地下鉄

“

舞練Jに乗つてきた事が息子にはどうにもう

らやましかつたらしい.fお ばあちゃん つるま

いせんできたんだって.」 と何度も教えてくれる。

一泊して望曰 息子と2人で義母を最

'り
駅に

送つて行つ●_曖 にないて突然「ぼくもつるまい

せん のる Jと言いだす 言いだすときかない

日にうつすら涙  どうにか代替えとして「レト

ロでんじゃ館Jに行くことで綺得してもらう事に

お父さん 鉄■・ 勉強中です.

ヽ後日躙べたところ 新幹織は胴体のラインの

幅がそれぞれ違っていました

「のりものだいすき」
「のりものJ大 好きな息

子2"。 自分も「スーバー .

部分体腱日(菫ロホール 1嗜会摯
=の

み■

“

)18日 2`日

につしん子育て,ビ「ら、ぁまつぶ」


