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子どもの何気ないしぐさや言葉に、思わず微笑んだり、おなかを抱えて笑ったり、感動 

したりすることってありませんか？そんな姿は、大人を幸せな気分にさせてくれます。 

そこで、子育て中のパパやママに、我が子の「かわいい おもしろい すごい 」と感じ 

たエピソードを聞いてみました。

 いろいろなエピソードを読んでいると自然と優しい気持ちになり笑顔になりますね。 

子どもって本当に素直で、魅力がいっぱいです。忙しい毎日を送る中で、子どもの何気ない

しぐさや表情、言葉に気づくと子育てが楽しくなると思います。子どもは成長し、大きくな

っていきます。今の子どものかわいい姿に目を向けて、子育てを楽しみましょう。 

～ごめんなさい～

叱られた時に「ごめんなさいは？」と

言うとペコッと頭を下げるけど、顔を

上げる時には笑っている姿が 

“かわいい！” 

～いざという時は

パパの出番～

いつもはママべったりなのに、

掃除機をかけ始めると途端に

こっち（パパ）にしがみついて

くるところが

“かわいい！”

～いないいないばぁ～ 

お兄ちゃんの真似をして 

「いないいないばぁ」をするように 

なった。「いないいない」で両手を 

頭に乗せて「ばぁ」でバンザイ！ 

上手にできたとパチパチ拍手して 

満足そう！顔は全然隠れていない 

けどお兄ちゃんも本人も 

楽しそうで“笑 かわいい”   

～どんなあいさつ？～

お正月に「あけましてあめでとう

ございます」と教えたら「あけまして

おはようございます」と言ったこと

“かわい～い！”
～ばいばーい～

電話の向こうの母に手を振るんです

“かわいい”

～もしもし～ 

「もしもしは？」って言うと片手を

耳に当てて「もっしー」というのが

すごくかわいい！

～いただきます～

ごはんを見て元気に「いたったーす！」

一口食べて「うまーい」と笑ってくれるの

がとっても“かわいい”

～起きてー！～

自分（パパ）が寝ていると顔を

パチパチたたいて起こして 

くれるところが“かわい～い” 

～花？ それとも 鼻？～ 

自分の鼻を指差して「おはな」を覚えた後、

今度は「お花」を教えたら、自分の鼻を

指差しちゃった～。確かに同じ

「おはな」だな～“笑”

～真似が得意！～ 

誰も教えていないのに

「どんだけ～！」と、芸能人の真似を

していた。笑えた！

～出来たつもりで自信満々～ 

コップで水を口に入れ、ごくんと飲んでから

「コロコロペー！」と流しに向かって声を 

出します。本人はうまくできているつもりで

満面の笑みです！ 

～アイディアいっぱい！～

何でも玩具になること。磁石のつりざおが

聴診器になったり、絵本が楽譜になったり

するのが“すごい”

～アレンジしてる！～

ノンタンの「いたいのいたいのとんでけ」を

読んで以来、転んだりぶつけたりすると「“い

たいの”して～」と泣いていましたが、先日

私が足をぶつけると、子どもがとんできて「い

たいのいたいのー」とやってくれました。

しかも「いたいのいたいのーたべちゃうぞー」

と食べる真似をしていました。

～おやすみ～

「ねんねんころりよ～♪」と赤ちゃんの時に

子守唄を歌っていた。しばらく歌ってなかった

のに最近になって布団に入ると子どもが私に

歌い聞かせていた。“すごい”

～大人顔負け～

電車が大好きで、ミュースカイを見ると「中部国際空港！」

特別快速を見ると「大垣行き！」特急を見ると「パノラマ

スーパー」「ワイドビュー」「２２００」。子どもはまっさら

な頭なので覚えるスピードが早い！好きなものに対しての

質問・内容も大人顔負けのするどさが“すごい”

３
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ゆかいななかまたち

我が子と過ごす日々の中で、笑ったり、泣いたり、感動したり、失敗して 

落ち込んだり・・・そんなエピソードが『パパの子育て日記』の中に、たくさん 

刻まれていると思います。そんな日記の１ページを紹介していただきました。 

～S君（２歳３か月）・H君（１歳）パパに聞いてみました～ 

＜活動場所＞ 

  一宮市立中島保育園 

  一宮市萩原町西宮重字東光堂５３ 

     ℡ ２８－９７３９ 

 ＜活動日時＞ 

  毎月第２火曜日 

     午前１０時３０分～ 

お子さんには、楽しんでもらえるように♪ 

お母さんには、一緒に楽しみながら子育ての 

情報交換が出来るようなサークル活動をして 

います。気軽に足を運んでみてください。 

４

☆ パパの未来日記 ☆ 

２０歳になった我が子と・・・ 一緒にゴルフにいきたい！！ 

Ｑ．我が子と初めて対面した日 

自然と涙があふれ、長生きして 

“僕が守るんだ！”という思いが 

湧きでてきました。 

Ｑ．初めてお風呂に入れた日 

とにかく緊張！！手も足も折れて 

しまいそうで、すごく時間がかかりました。

今思えば、寒い思いをさせてしまったな～。 

Ｑ．嬉しかった・楽しかった日 

子どもの笑顔が見られるだけで 

最高に し・あ・わ・せ

家族全員でのお出かけは生きがいです♪ 

Ｑ．“あ～やっちゃった”の失敗談  

寝かしつけの時、子どもより先に 

寝てしまったこと（笑） 



＊育児講座 時間：午前１０時～１１時３０分 

○月○日（○） ○○テーマ○○○              場所

（ポプラのみ住所）

○月○○日（○） ○○○○

～○○○○～     ○○場所○○

① ②

③ ④

 待望の赤ちゃんとの生活にパパも大活躍！“パパならでは”の関わりと“ママならでは”の関わり、   

そして周りの人の力を合わせてみんなで子育てができれば、子育ての大変さは半減し、喜びは倍になる

かもしれませんね。

～ママに勝ちたい！パパの巻～ 

５

お風呂に入れるのは

ママより上手！

※市内在住の未就園児と親、家族の方々 是非ご参加ください。 詳細は子育て支援センター 

ホームページから 

尾西生涯学習センター

一緒に遊ぶことも

ママより得意！ 

楽しい！

愛情だって、

ママに負け

ない！

授乳時間は出番なし…

…トホホ…

＊パパもいっしょに遊ぼっ！ 時間：午前１０時～１１時３０分 申し込み：不要

  ４月２３日（土） 東五城子育て支援センター

  ５月１４日（土） 里小牧子育て支援センター          

  ６月１１日（土） 千秋保育園      

＊育児講座 時間：午前１０時～１１時３０分  申し込み：４・６月は不要  ５月は必要

   ４月２０日（水） よりそいつつ、はぐくみつつ       ポプラ児童クラブ

             ～乳幼児の発達と心理～ 

５月１９日（木） 赤ちゃんと楽しくふれあい歌あそび    千秋南保育園

６月１８日（土） パパに知っておいてほしい        里小牧子育て支援センター

             ～できることから始める子育ての秘訣～  

＊ママといっしょでいいな（１歳児対象）    時間：午前１０時~１１時３０分
   ４月２２日（金）               申し込み日：４月５日・６日
   ４月２８日（木）          申し込み先：千秋子育て支援センター 

   ５月２６日（木）          申し込み日：４月１８日・１９日
   ６月 ２日（木）               申し込み先：黒田北子育て支援センター 

   ６日 ９日（木）               申し込み日：５月９日・１０日
   ６月１６日（木）               申し込み先：千秋子育て支援センター

＊親子でねんど（２歳児対象） 時間：午前１０時～１１時３０分 

  ５月２０日（金）  東五城子育て支援センター 申し込み日：４月１８日・１９日

申し込み先：丹陽子育て支援センター

   ６月１７日（金） 東五城子育て支援センター 申し込み日：５月１１日・１２日

申し込み先：黒田北子育て支援センター

＊公園へいこっ！ 時間：午前１０時３０分～１１時  申し込み：不要

  ４月１５日（金） 木曽川緑地公園（玉ノ井地区） 木曽川町玉ノ井

  ５月１３日（金） 大平島公園         朝日２丁目６－１

  ６月 ７日（火） 五城公園          西五城字中川田５０

産業体育館

木曽川体育館

￤
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呂
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６

子育てに関する本や絵本を貸出しています。 

一人一回につき２冊まで、貸出期間は２週間です。 

電話での予約も受け付けています。 

是非、ご利用ください。 

図書の紹介

千秋子育て支援センター 
〒491-0804 

千秋町佐野字下川田３６ 
（一宮市立千秋保育園内併設） 

  ２８－９７７１ 

８１－０２７７ 

丹陽子育て支援センター 
〒491-0826 

三ツ井３丁目２－３７ 

    ２８－９１４６ 

 ７６－７０２１ 

中央子育て支援センター 
〒491-0858 

栄 3丁目1―2 

（ｉ‐ビル5階） 

  ８５－７０２６

８５－７０２７

東五城子育て支援センター 
〒494-0008 

東五城字備前１２ 
（尾西庁舎2階）

   ８５－９３３９ 

 ６３－３６６０ 

黒田北子育て支援センター 
〒493-000１ 

木曽川町黒田字篭守西１０８ 
（一宮市立黒田北保育園併設） 

    ２８－９７６９ 

  ８６－６３３３ 

（私立）子育てひろば かもめ 
〒491-0918 

末広1丁目２１－１０
（かもめ保育園内 ホール） 

   ４５－３８３９ 

４５－３７０２ 

（私立）子育てひろば 若の宮 
〒491-0121 

島村字下老光寺４４－１  
（若の宮保育園内 ２階ホール） 

   ５１－２７２７ 

５１－２９１５ 

＜子育てひろば＞＜市立子育て支援センター＞

里小牧子育て支援センター 
〒493-0005 

木曽川町里小牧字神明東５－１ 
（一宮市立里小牧保育園併設） 

    ２８－９７７０ 

８７－７４９０ 

※ 子育て支援センターは、いちのみやファミリー・サポート・センター（ ２８－９７７２）と 

連携しています。気軽にお問い合わせください。 

FAX FAX FAX

FAXFAXFAX

FAXFAX

子どもの「生まれつき性格」を

    大切にする子育て

          著者 竹内 成彦 

  「生まれつき性格」に着目することで、どの

タイプの子にも愛情が１００％伝わる・ムリに

しつけなくていい「子育てをラクにするコツ」

が満載の育児書です。

             ―表紙裏よりー

おにぎりくんがね‥

絵 とよた かずひこ

  おにぎりくんが自分でにぎにぎして、具を

食べて…。おいしそうな３つのおにぎりができ

たと思ったら、どれがどの具かわかんなくなっ

ちゃった！身近な食べ物が動き出す赤ちゃん

から楽しめる絵本です。

この紹介図書は

東五城子育て支援センターにあります

この紹介図書は

里小牧子育て支援センターにあります


