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※おんぶ紐の使用は首が据わった頃からだいたい使えます。
しかし、おんぶ紐・抱っこ紐共にメーカーによっても対象年齢は
異なるので、確認してから安全に使いましょう。

日進市発行

http://kosodate.city.nisshin.lg.jp/famap/

世界一周

ラグビーボールを抱えるように、
親の脇の下に抱いてみよう！授乳
クッションがあれば楽チン♪

おんぶの姿勢から子どもの身体を支えな
がら抱っこの状態に、そのまま今度はお
んぶへと首の周りを一周させてあげます。
いつでも受けとめてあげられるように手
は常に子どもの身体の下にスタンバイし
ておきましょう。

からだを

座っておんぶ
横抱き
首やおしりをしっかり支え
たら、優しくゆ～らゆら♪
いろんな歌をうたいながらスキンシップしてみよう！
大きい子なら、ビューンと早くしてみたり、ぐるぐる
回っても楽しいね！

つかって
あそぼう

縦抱き

今回は体を使ったふれあい遊びの紹介です。
どれも特別な準備なしで出来ますよ。
遊びの合間にギュッとハグしたりホッペにチュッとしたり♪
こどもとのスキンシップを楽しんでみませんか？

ペンギン歩き
子どもは親の足の甲の上に
乗って、親は子どもの両手
を持ちましょう。
親子で息を合わせて
歩けるかな？

両足ジャンプ
道路の縁石ぐらいの高さから始めて
みよう!ちょっと不安な子は親が正面
に立って両手を握ってジャンプ!

縦に抱くと、親と子どもの顔が近く
なり、お互いの表情がよくわかるよ！
面白い顔して遊んだりするだけでも
子どもは大喜び♪利き腕ばかりでな
く、左右バランス良く抱いて親の体
に負担をかけないようにね。

・子どもの足を手のひらで受け
止め、たっちの姿勢でおんぶ
もどき。上下に手を動かして
足 踏みさせてあげると
階段の練習みたい。
・まだおんぶになれてない子も目線が
急にあがらないので 怖くないかも。
子どもが 重かったり親 が 立つのが
辛かったりする時にもオススメ。

おんぶ紐（抱っこ紐兼用のものも）
おしりをちょっと持ち上げて落としたり、
足をつっぱらせてあげたりと触って動かし
てあげるといいかも。親の顔は見えにくく
てもタッチされてるのって安心！

お山の上に立てるかな

お布団のお山

親は床に座って、
ちょっとだけ膝を曲げ
ます。子どもはその上に立てる
かな？親は子どもの体を両脇
から支えてあげてください。ど
のあたりを支えると、立ちやす
いかな？

布団などを重ねて、その上へハイ
ハイしてみよう！少しの段差なら
上ったり下りたりできるかも？や
わらかいお布団の上なら安心♪

動物になっちゃおう
おんぶのまま動物になり
きってリズムにのって動い
てみよう！ゆっくりおんぶ
で 揺らしてあげ てから、
サッと動きを変えることで
子どもは大はしゃぎ。
例：
★足を揃えて跳ねたら
「うさぎさん♪うさぎさん～ピョンピョンピョン」
★片足ずつ大きく踏みしめて
「ぞうさん♪ぞうさん～ノッシノッシノッシ」
★小走りに走って
「ねずみさん♪ねずみさん～チュチュチュチュチュ」

親子でハイハイ
親も子どもと一緒にハイ
ハイ！おもしろがってつい
てきてくれるかも。

手押し車

通せんぼ

子どもは腕立てふせの姿勢になります。
親 は子ど も の 両 足を持 ちましょう。
前に、後ろに手だけで進める
かな？進まなくても足を持つ
だけでも結構難しい？

ハイハイする子ど も の 前
で、親が足を伸ばして座って
通せんぼ。子どもは親の足
を乗り越えるのかな！？それ
ともよけてくれる！？

ふぁまっぷは、多様な家族の多様な子育てを応援するため、日進市が発行しています。子育てしながら、親育ち！フレーフレー子育て！編集は、でんでんふぁまっぷスタッフの協力のもとNPO法人ファミリーステーションRinが行なっています。皆さんの投稿、情報、ご意見をおまちしております。

【ママ名刺】新しい交流の場などで出会ったお友達と手軽に連絡先等を交換できる名刺。ネットなどで注文したり、手作りしたりデザインも様々。
ニックネームだけ書いてあるものを渡し、「次見かけたら声かけてね！」と気軽な形から始めてみるのもいいかも。

【南公園（岡崎市）】安価で楽しめる遊園地や交通広場、プール（夏季）などがある大きな公園。遊園地では、大道芸などのイベントがある日も。
無料駐車場もあり、小さい子連れでも気軽に行けるよ。

5 月号

フットボール抱き

2 0 1 6 年（ 平 成 2 8 年 ）

5

月 1 日（ 日 曜 日 ）N o. 1 0 9

～ 子 育 て に が ん ば る み な さ ん を 応 援 し て い ま す ～

ママ友作り、
わたしのきっかけ

車内の
会話は

長男が小さい頃の、
「この人だれ？」事件以来、子どもとの時間を大切にしている。
会社には早く行き、早めに帰ってくるようにし、週末もなるべく一緒に遊ぶようにしている。
おかげで、まだ小さい次男も、きちんと私を父親と思ってくれているようだ。ただ、何事も「過ぎたるは
及ばざるが如し」で、二人の息子のなつき方がハンパなく、対応に苦慮する時がある。例えば、テレビ
を見ながら寝転んでいると、ダイブしてくる。体重が軽いときは、可愛くて微笑ましいし嬉しいのだ
が、体重が増えてくると死活問題だ。特に困るのが、車の中。あれなに、これなに、なんでそうしたの？
こちらの状況はお構いなしに話してくる。相手にしないとすねる、泣き出す。つられて次男も泣き出す。
そして地獄絵図となる車内…。
さすがにこれでは事故になってしまうかも、なんとかしなくてはと思っていたら、車を買い替える時
いいものが見つかった。それが後席ディスプレイ。迷わず搭載したら、効果は抜群だった。DVDを再生
していれば、二人とも本当に静かだ。静かな車内でほっと一息。しかし、あまりの効果に少し寂しくな
り、話しかけても無視される始末。うう、あんなになついていたのに…だが、思っていたよりも効果は
すぐに切れた。終わったからDVDを替えろだの、これはもう見たから違うのにしろだの、騒々しくなる車
内。会話はできるようになったけど、今度は少しうっとうしい。

で。
安全第一

「後席ディスプレイと親 心」

『守ってあげたい、子どもたちの歯』

子育て家族のお口の健康も応援します！
お父さんお母さんが治療中は、
保育士が小さなお子さんをお預かりします。(要予約)
安心してお子さんと一緒にご来院ください。

同じ産院で出産した方々と、
同医院の誕生日会で再会。
子どもが同じように成長して
いることに安心でき、親子共
に次第に仲良くなれました。

●がん検診、インフルエンザ接種
妊婦健診、予防接種実施中
●更年期外来、婦人科外来
受付けています

火･水･土曜日午後、日曜祝日

TEL 0561-74-0311

子ども同士の性格が似ているママと出会うと一緒に遊ぶ
機会も増え、悩みも共用できて友達関係が続いている。

Le Ciel

アロマサロン

子育ての場を通していろんな
人と出会う中で気の合う人
と仲良くなれるかも。

寺島レディス
クリニック

お父さんお母さんの気持ちを大切にします。

近所の福祉会館で行われている親子ふ
れあい遊びに参加。子どもは常に動き
回っていたのでゆっくり座って話は出来
なかった。でも、同じような子を持つお
母さんと話すきっかけとなり仲良くなれた。

米野木駅から徒歩 5 分
ベビーマッサージ 教室
ベビースキンケア

心と体が緩む時間

子どもを遊ばせている間は、手が離せず
友達づくりどころではなかったので、
託児つきの講座に参加。じっくり話が
出来て、自然と仲良く出来ました。

アロマの香りで体をリセットしませんか？
( トリートメント・アロマフェイシャル・マタニティアロマ )

赤ちゃんとの「ふれ愛」タイムを一緒に
楽しみましょう♪
5/26( 金 )

初めてのベビマ体験レッスン

ティータイム付
日進市

ベビマ

2,000 円

検索

090-6619-2376（赤沼）

英語リトミック サークル

妊婦のころ、市内で行われている妊婦さん向け
の講座に参加したり、子どもが赤ちゃんのとき
も定期的に親子講座を受講したりした。そのとき
にできた友達とは、家族ぐるみで仲良くしている。

ママやベビー向けの講座などを受ける
と、連絡し合わなくても、同じ人と短
期間に何回も出会う。そうすると人とな
りも分かり、長く話せる友達になりや
すい。

日進市ほっとサポート事業のご紹介 ほっとサポートメールに

今月のほっとサポート情報
【5月23日（月）10:30～12:00
ほっとサロン ハイハイ 】
対象:6ヵ月～1歳までの赤ちゃんとその親
場所:Rinのおうち

登録しませんか？
ほっとサポートメールマガジンは、
妊婦さんと、０～３歳までの子ども
を持つ保護者の方を対象に、原則として毎月３回
８のつく日に配信しています。市内で開催される、
イベントや講座・健診・相談事業などの情報をお届
けしています。

【一般申込】 5/9 10:00～
【メルマガ会員先行申込】 4/28 13:00～
にっしん子育て総合支援センターへ
電話申込可 0561-75-2244
★詳細はほっとサポートメールマガジンでご確認ください。

ＰＣからの登録は

kosodate@ml.city.nisshin.lg.jp

林和子お菓子教室
子育てにがんばるお父さん・お母さんを
応援しています。

日進市東山 6-2513 090-8865-2201
http://www.hayashikazuko.com

じゃんぴんきっず
英語リトミック （１～３歳）

★0 歳～小学生
( 日進市民会館短期レッスンもあり )

ハッピーチャッピーイングリッシュ

体験レッスン受付中!
検索

TEL:090-3095-2533( ウィークス美香 )

琴・三味線・十七弦教室
伊佐治裕子
問合せ :0561-73-7195

090-2685-4854 林音楽教室（浅田町上ノ山 )

ママとベビーの
仲良しタッチケアと
コミュニケーション遊び
をしましょう！
( 北川順子 )
TEL 090-3554-0117 HP http://hanaoyako.jimdo.com

0・1・2歳の子どもを持つ親に向けた
メッセージを募集しています。
掲載については下記NPO法人ファミリー
ステーションRinまでご連絡ください。
TEL & FAX 0561-74-1080
E-mail
rin@npo-rin.sakura.ne.jp

音楽は一生の宝物♪
パパ ・ ママからお子さんへプレゼントしませんか？
～理想の音響空間で、楽しく正しく音楽レッスンはじめよう～
リブテックミュージックスクエアでは、 ●鍵盤導入コース（2 年）をはじめませんか？
防音モデルルーム を設置しています。 グループ活動でソルフェージュ力を育てます。
鍵盤だけにとらわれず、演奏するためのリト
防音機能だけではなく、 楽器本来の音
ミック活動も行います。
一生残る音感は、
を引き出す 「音響効果」 を重視 して
いるので確かな音感を育んでいきます。
良い音 良い響きの中で

育ちます

に空メールを送信してください。
【発行】日進市こども福祉部子育て支援課

日進市蟹甲町池下268 TEL 0561-73-1049 FAX 0561-72-4603

にっしん子育てナビ ふぁまっぷ 【編集】NPO法人ファミリーステーションRin ×でんでんふぁまっぷ 日進市岩藤町陸見63 TEL&FAX 0561-74-1080

検索

月刊ふぁまっぷに一言メッセージを
お寄せ下さい。

★お子さま連れも歓迎です★

あなたも琴や三味線を
習ってみませんか？

じゃんぴんきっず

TEL ０１２０-４３-１７６６
WEB www.Livtech.jp

ミュージックスクエア TEL
音 楽 教 室
WEB

◆月1,500部発行◆市内公共施設、ご協力いただける民間施設で無料配布しています。NPO法人ファミリーステーションRinが子育て現役世代のママたちにご協力いただき、編集を行なっています。

０１２０-４１-３３９６
www.MUSIC-SQ.com

〒470-0111 日進市米野木町福成 60
米野木交差点角 ・ 駐車場 10 台完備

デザイン・イラスト / 甘人（あまんちゅ）

