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ふれあいながら楽しむ

日進市発行

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

作者：ナムーラミチヨ
出版社：主婦の友社

２つの言葉だけの単純な絵本ですが、やさしい絵
に引き込まれます。長男が初めて弟に読み聞かせ
をした思い出深い一冊でもあります。ファースト
ブックにも。

とても不思議な擬音があふれた楽しい一冊。
お化けたちの表情と赤ちゃんの反応を見な
がら、粘土のように伸ばしたり縮めたりいろ
んな読み方をして遊べますよ。

作者：フィリス ゲイシャイトー / ミム グリーン
絵 デイヴィッド ウォーカー ／ 訳 福本友美子
出版社：岩崎書店

作者：柿木原政広
出版社：福音館書店

うさぎのおやこが、あさごはんのあと、おさんぽの
あとなど、１日何度も「ぎゅっ」っとします。絵本の
「だいすきぎゅっぎゅっ」にあわせてこどもをぎゅ
～っとすると喜びます。
家事育児に追われバタバタと忙しい時も、
手にとると不思議なものでついつい絵本の世界に引き込まれてしまいます。
今回はふぁまっぷママたちオススメの1冊を年齢別にご紹介します。

ストーリーを楽しむ

いろんな「パン」が出てくるお話。
声に出して読むと弾けるようなリズムで楽し
く読めます。

じっくり楽しむ

音を楽しむ

もこ もこもこ

監修：吉川武彦
出版社：騒人社

作者：大槻あかね
出版社：福音館書店

作者：谷川俊太郎 / 絵 元永定正
出版社：文研出版

大人も子どもも夢中になれる、探し物絵本で
す。脳トレにも♪③忍者編⑥世界遺産編が小
さい子でも探しやすいよ。

出てくる文章はすべて「あ」。
「あ」一文字で、
こん
なに色んなシチュエーションが描けるんですね！
少し大きい子や大人が読んでも面白いですよ。

作者：ヨシタケシンスケ
出版社：ブロンズ新社

作者：シャーロット・ゾロトウ
絵 はたこうしろう / 訳 おーなり由子
出版社：あすなろ書房

“もこもこもこ”で始まる単純な言葉が、
その時の私の気持ちや子どもの反応で、
読むたびに様々な感情をつけることが
できる絵本です。

絵本の世界に入り込む
作者：せなけいこ
出版社：福音館書店
にんじんが好きな動物がたくさん出て
きます。我が家では最後に出てくる男の
子を見て、次女がいつも「お兄ちゃん！」
というのが可愛くて読んでいました。

服が脱げなくなった子どもの気持ちを面白く描
いています。早くしたくてイライラしがちな日常
をもう少し楽しくしようと思うことができます。

きょうだいってなんであんなにケンカするんで
しょうね。ケンカするならくっつかなきゃいいの
に。でも、きょうだいっていいね。そんなお話です。

作者：西村敏雄
出版社：福音館書店

作者：瀧村有子
出版社：福音館書店

他のお話ではあり得ないような組み合わせの
動物たちが背中を洗いっこ。読んでいるだけ
でも、ほっこり良い気持ちになりますよ。

下の子が生まれてから上の子には"ちょっと
だけ”の我慢をいっぱいしてもらっているん
だなと思い出されてキュンとする1冊です。

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。

【大型ビーズクッション】授乳のときや、赤ちゃんを抱っこしたまま寝っ転がったりできます。平らな布団に寝るよりもママの負担が少ないかも。

【えほん図書館（小牧市）】子ども向けの図書館で、子どもが手に取りやすい高さに絵本や紙芝居が置いてあります。初めての絵本に迷うときも赤ちゃん絵本コーナーが
あるので、お気に入りの一冊を見つけるのにオススメです。（同じフロアに充実した室内遊び場もあります。）

4 月号

作者：和歌山静子
出版社：ポプラ社
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～ 子 育 て に が ん ば る み な さ ん を 応 援 し て い ま す ～
「子育てサークルに入ったきっかけ」

『守ってあげたい、子どもたちの歯』

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。

子育て家族のお口の健康も応援します！

長女が８か月の頃に、日進市に引っ越してきた。まだ歩けないので、公園遊びもちょっと・・・ということで、子育て総合
支援センターに行ってみた。何度も通っているうちに、顔見知りのママもできた。でも、アドレスを交換するほどの仲には
ならず。半年くらいが過ぎたところで、私もママ友がほしいなあと思うようになった。
そこで、子育て支援センターに貼られていた子育てサークルの紹介を見て、どこかに行ってみようと決心した。
家から近いところでやっているサークルに連絡を取って行ってみると、とても親切にしてくれた。その後、二女の里帰り
出産で数か月離れてしまってもまた仲良くしてくれたのでこれからもこのサークルに通ってみようと思った。子育てサー
クルは、親子ともに友達ができるのでおすすめです！

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

にっしん子育て総合支援センター新事業の紹介
※にっしん子育て総合支援センター（以下、紹介文中「支援センター」）は、NPO法人ファミリー
ステーションRinが、2017年4月から2022年3月まで、これまでに引き続き管理運営を行います。

① 出張ひろば

出張ひろばの予定

週 に 1回 、支 援 センター が
4月
5月
6月
「Rinのおうち」に出張して
「子育てひろば」などを開催 5日 子育てひろば（自由利用） 10日 子育てひろば（自由利用） 7日 子育てひろば（自由利用）
します。支援センターと企画
内容を調整し、古民家ならで
12日 ほっとサロンねんね
17日 ほっとサロンねんね
14日 ほっとサロンねんね
はの企画を提供していきます。
開催日

毎週水曜日

10：00～15：00
場 所

Rinのおうち

岩藤町陸見63
tel:0561-74-1080

19日 ほっとサロンハイハイ

24日 ほっとサロンハイハイ

26日 オープニングイベント

31日 出張講座（離乳食完了期） 28日 出張講座（親子ヨガ）

アロマサロン

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 )

～ＵＶケアはどうするの？～ ティータイム付き（2,000円）

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

③ 利用者支援事業が 新たにはじまります

「ふぁまっぷ」は2017年度から支援センターが発行することになりました。
それに伴い、内容や運営などを変更します。
発行月 : 4月・7月・10月・1月 年4回

これまでも身近な相談場所として支援センターをご
利用いただいていますが、個々の事情に応じた情報
提供や相談に丁寧にお応えするために子育て支援
コーディネーターが常駐することとなりました。ま
た適時出張相談にも応じます。迷った時・困った時・
どこで相談したらよいかわからない時など、まずは
気軽にご相談ください。お話をお聴きしながら、より
適した解決策を一緒に探します。

紙面 : A４版 8ページ カラー

★「でんでんふぁまっぷ」のメンバー募集★
「でんでんふぁまっぷ」は、ふぁまっぷの企画
編集ボランティアのサークルです。
企画や編集を一緒に行っていただけるボラン
ティアを随時募集します。編集の取りまとめ
などは、支援センターが行います。

【利用者支援事業】
2015年度から子育て支援新制度のスタートに伴い、
新たに作られた事業です。子育てに関わる情報を
広く広報する一方、子育て家庭の身近な場所で相談
や情報の提供などを行うサービスです。

対 象

子育て中の方（育休中の方も）

目 的

社会参加の一つとして、社会復帰に向けたステップアップの一つとして

内 容

企画案を考える、記事を書く、取材する、編集会議に参加する

など

【子育て支援コーディネーター】

問合せ 支援センター 0561-75-2244
【発行】日進市こども福祉部子育て支援課

お話をお聴きして、解決策や支援サービスを一緒に
探します。子育て支援に関わる専門職の一つです。
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

ベビマ

検索

090-6619-2376（赤沼）

「やってみたい！」
「弾いてみたい！」を応援します

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

Lala*hugおやこ英語教室

052-807-7406 林音楽教室（浅田町上ノ山)

子連れバランスボール教室

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 !

4/24(月) 0歳児英語体験レッスン 1,000円
ララハグ

検索

日進市米野木恵美バレエスタジオ

♡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

後ケア !
出産したら産

英語苦手なママも楽しい♪

0〜3才向け

・ピアノ
・エレクトーン個人レッスン

検索

TEL:090-3095-2533( ウィークス美香 )

② ふぁまっぷがかわります メンバー募集

5／11（木）赤ちゃんのスキンケア

日進市

21日 ほっとサロンハイハイ

※「ほっとサロン」…子どもの月齢に合わせて親子で集まり、子育てのことを話したり、情報交換をする場
「ねんね」：６か月以下のお子さんと保護者対象 /「ハイハイ」：６か月～１歳のお子さんと保護者対象
※「子育てひろば」は、時間内の利用は自由です。
「ほっとサロン」と「出張講座」は、原則予約制となります。

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？

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

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）

