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仕事でどうしても抜けられない時に、
子どもが保育園で熱を出してしまった時。
実家の両親にお願い
して対応しました。

保育園に入れるのか、
不安でした。

2人目出産の時、
早産だったので準
備がなにもできて
いなかった。

http://kosodate.city.nisshin.lg.jp/famap/
実家が近いので、自分の
両親に保育園の送迎をし
てもらうなど、協力をお
願いしました。

ブランクがあったので、
以前のように仕事ができ
るか不安でした。しか
し、職場の方々の協力を
得ることでその不安は
解消されました。

そろそろ仕事復帰などで新生活の準備を始めているママもいると思います。
子育てをしながら社会に出るには、いろいろな不安や思いがあるのでは
ないでしょうか。そこで、現在働いているママ達はどのように過ごしてい
るのか聞いてみました。働いていなくても参考になるところがあるので、
是非読んでみてくださいね。

助けてもらいたい時、夫に何
でも言えるようになりました。
洗濯は、一度に取り込めるピンチ付き
ハンガー・バッグ型洗濯ネットで時短。
お風呂は、適当。お皿洗うのは、起き
てすぐ。掃除は、ロボット掃除機。キッ
チンマットは敷かない。玄関マット、ト
イレマットは、半年に一回買い替え。

夕食は実家で作ってもらう
こと、掃除は土日にまとめ
てやることです。

息子を20時までに寝かせられるか
不安でしたが、
できていない日々を
だらだらと過ごしている感じです。

パパは家事育児に前より協力
してくれるようになった。仕事
を調整してくれたり、私が用
事があるときは子どもを遊び
に連れていってくれるように
なった。仕事をする前は子ど
もたちと接する時間が減るの
で心配したが、慣れた今では
さほど変化はないと思う。

夜泣きの本を読みました。夫
が抱っこしてくれて、私を別の
部屋で寝かせてくれました。

朝食は起きてすぐ食べられるパンやバナナ、
ヨーグルトなどで済ませている。洗濯物をた
たみながら、
子どもの遊び相手をしたりする。

手抜きご飯でも自分が作ったも
のを出したいと決めています。

1日のうち、少しでも子どもと遊んだ
り、話したりする時間をとる。子ど
もと一緒に朝食、夕食を食べる。

成るように成ります。夫の教育
は子どもの教育並に大切。
（時短（パート）勤務）

自分の母親に家や上の子のことは頼みまし
た。仕事は会社の人にお願いしましたが、
まだ、休みに入るつもりではなかったので
中途半端で申し訳なかったです。

家庭とは別に活躍する場を持つことで、違う
立場や環境にいる人の感覚も知ることがで
きる。自分で稼ぐことで自信にもつながる。
子どもや夫との関係
に煮詰まりそうになっ
ても、仕事中は忘れ
てリセットできる。

子どもとの時間を大切にして、会話を増やしたり、
やりたい遊びにとことん付き合ったりするようにし
ました。パートナーとは、家事を分担するようにし
て、いろんな面で協力してもらうようにしました。

食事。朝ごはんは、できれば
玄米ご飯、味噌汁。

子どもが話しかけてき
た時は忙しくても聞く
ようにしています。

夜泣きが続いて寝不足に
なってしまいました

時々いっぱいいっぱいになってしまうことが
ありますが、そんな時は子どもたちが初登園し
た日の不安ながらもがんばっている表情の写
真を見るようにしています。毎日本当にバタバ
タですが、子どもも小さな社会で楽しみなが
らもがんばっていると思うと、自分が疲れた顔
をしてたらダメだなと背筋が伸びます。
母は強し！です。家族のためならがんばれ
ちゃいます。自分でもビックリです。そんな自
分を知れたこと、妻でも母でもない社会人の
一人として認められ働いていること、とても幸
せだし充実しています。当初は不安の方が大
きかったですが、今は本当に働き始めて良
かったと思います。家族の絆を信じてお互い
がんばりましょう！
（時短（パート）勤務）

働いた後、一息する間も無く子どもを
迎えに行き、そこから遊びの相手・家
事・残った仕事などをしていたら、体
力的・精神的にまいってしまった。

子どもたちとの時間を
より大切にするよう心
がけるようになって、子
どもたちの成長に新鮮
な気持ちで気づけた
時。

自分の自由に
使える時間が
できる。

保育園での楽しい行事や子ども
が好きな給食のメニューの話
をして、保育園へ行くのが楽し
みになるような声かけをする。
保育園へ行きたくない時は、行
きたくない理由を聞く。親の話
し方で解決する場合もある。
最初のうち泣いたので、朝はパ
パにお願いした。家でママと別
れられれば、保育園へは意外と
スムーズに行けた。

「母ちゃんもお仕事がんばるからどっ
ちががんばれるか勝負ね！」と声をか
けたり、保育園の入り口までお気に入
りのおもちゃを持たせたりしました。

不安なことはたくさんあります。でも、
子ども
にも感謝の気持ちを忘れないでください。
負い目に思うことはなくていいです。仕事が
早くなりたかったら、人や本から学ぶことが
できます。仕事も母も妻もできる私は幸せ者
です。
（フルタイム勤務）

いざとなれば、何とかなるというのが正直なと
ころです。朝5時に起きて１時間は仕事、
１時
間は洗濯などの家事というように、時間を効率
的に使うように心掛けるとメリハリのある生活
ができます。一人で張り切ろうとせず、職場の
方や友達などに悩みを相談しながら、力を抜く
ことが大切かと思います。
（フルタイム勤務）

子どもが 楽しんでいる
ことを前向きな言葉を
使って話をします。

いやがった時は時間が許す限り、
ぎゅっと抱きしめて気持ちを落ち
着かせたり、好きなタオルなどを
持って行かせたりしました。お出
かけの約束をするなど、子どもに
とっての楽しみを計画しました。
連絡帳の内容を子どもに分かり
やすいように伝えて、
「先生が〇〇
したことを褒めていたよ。」など
励ましたり、保育園でやったことを
聞いて、楽しかった気持ちに共感
しています。

、
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出産のときも
い
と
」
し
す
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が
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て
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し
ま
とかなる」と思い に向けて前
復帰
4月からの職場
。
向きになれました
家族のタイムス
ケ
ジュール等を考
え
ながら、時間を
大
切に使いたいと
思
います。
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【ベビーセンサー】子どもが寝ている間、離れていても子機から泣き声が聞こえます。家事をしなければならない時等便利です。

【旭高原元気村（豊田市）】小さい子からそり滑りが楽しめます。軽食が食べられる施設があるので、手軽に行けれるますよ。休日に家族でお出かけにどうぞ。

子どもが病気になった時、実家
には頼れないので自分が休むし
かない。有給はあっという間に
減り、仕事はたまり大変です。

生活リズムの変化でどうなる
のかと不安でしたが、職場や
新しい生活に慣れてきたら
解消されました。
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～ 子 育 て に が ん ば る み な さ ん を 応 援 し て い ま す ～
『バムとケロのおかいもの』

島田ゆか 作・絵

文溪堂

かえるのケロちゃんと犬のバム、今日は市場にお買い物に出かけます。友達の
あひるのかいちゃんも一緒。さて、どんなお買い物をするのでしょうか？
言葉であらすじを書いてしまえば、こんな感じになるのですが、ぜひ絵本そのもの
を手にとって見て頂きたい一冊です。バムとケロが暮らしている家の中も、出掛ける
市場も細部まで絵が書き込まれています。絵だけをじっくり追いかけると、文字には
書かれていない部分でお話ができていたりします。絵の中には同じ作者の書いた
『かばんうりのガラゴ』や『バムとケロシリーズ』に出てくる他のキャラクターがい
たりします。我が家では子どもと一緒になって「ここ！○○ちゃんがいる！」なんて、
探すのも楽しみの一つです。じっくり読んだ結果、細かいところにも目が行くように
なり、親子で新しい発見をしていく過程がとても楽しいです。
この『バムとケロのおかいもの』では特に細かく描かれている部分が多いように感じ
ます。子どもたちが大きくなってから「この絵を見てこう思った」「これが楽しそう、
やりたいって思った」などの感想がたくさん出てくるのではないかと今から私はワ
クワクしています。
（山中紗慧）

パパに言いたいこと

『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。

●がん検診、妊婦健診、

インフルエンザ、各種予防接種実施中
●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

夫婦のおしゃべりの時間
が足りないですよ！

アロマサロン
いつも家事育児を一緒にが
んばってくれてありがとう♪
子どもの「父ちゃん父ちゃ
ん」に負けないで！

いつも私がやっている
家事をたま～に手伝っ
てくれる時は、私のやり
方でやってほしい。

晩ごはんを作っている
間、子ども達を公園に
連れて行ったりしてくれ
ると、とても助かる。

「自分のことは自分でしなさい」って、
この間、息子に言ってなかった？子ども
はパパの行動をちゃんと見ているよ。

娘がかわいいのかもしれないけど、たまには
真剣に叱って父親の威厳も示してほしい。
娘は確実に1ママ2自分3パパと
序列をつけているよ。

なんで、こうしてくれないんだ⁈
と怒ってばかりいたけど、やっ
てくれていたことも多かった。
感謝が足りず、ごめん。

君の事を大きな長男と言った私の
気持ちを理解してもらえれば。

飲み会で、
動けなくなる
ほど飲んできたりする
と、あなたの身体が心
配です。

Le ciel

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
( トリートメント・アロマフェイシャル・マタニティアロマ )

場所：あかいけ屋下保育園
対象：6か月以下
定員：15組
【一般申込】2/1(水)10:00～
【メルマガ会員先行申込】1/28(土)13:00～

お申し込みは

2/13（月）～マッサージ（全 6 回コース／ティータイム付）

夜だけ白飯抜きにしているけど、
お酒のつまみで食後にスナック
菓子やせんべいなどを子どもの
前で食べないで欲しい。で、
ダイエットの意味ある？笑

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。

★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。

ベビマ

林和子お菓子教室

090-6619-2376（赤沼）

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

体験 ・リトミック(2歳～)
レッスン ・プレピアノレッスン(3歳～)
受付中！

★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

ＰＣからの登録は

kosodate@ml.city.nisshin.lg.jp

Lala*hug

日進市蟹甲町池下268 TEL 0561-73-1049 FAX 0561-72-4603
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子連れバランスボール教室

日進市米野木恵美バレエスタジオ
毎週火曜日 10:30〜11:30 開催中!
お子さんと一緒に参加できます !

2/8(水) 英語ベビマ＋知育あそび 2,000円
ララハグ

検索

052-807-7406 林音楽教室（浅田町上ノ山)
後ケア !
出産したら産

♡しあわせ こそだて♡で世界を広げましょう♪
東郷町

林音楽教室

検索

英語苦手なママも楽しい♪

英語ベビーマッサージ

・ピアノ
・エレクトーン個人レッスン

あすかぁさんバランスボール

検索

一般社団法人体力メンテナンス協会認定
産後ケアインストラクター

lalahughappy@gmail.com( おおやまあいこ )

検索

asca( 大野あすか )

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

検索

「やってみたい！」
「弾いてみたい！」を応援します

登録しませんか？

にっしん子育て総合支援センターへ
電話申込可 0561-75-224 4

初めての親子のお出かけを応援します♪

日進市

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

【2/27（月）10:30～12:00「ほっとサロン ねんね」】

赤ちゃんとの「ふれ愛」タイムを
一緒に楽しみましょう♪

アロマの香りで体をリセットしませんか？

TEL:090-3095-2533( ウィークス美香 )

今月のほっとサポート情報

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。

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）

