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◆  パパの子育てあるある 

   「Ｙちゃんパパに聞いてみました」 
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千秋子育て支援センターが平成29年 2月 20日（月）に移転しました。 

あそびの広場には、ままごとコーナーや絵本コーナー、もちろん赤ちゃんコーナーもあり、

それぞれのスペースでゆったり遊んでいただけます。ランチルームもあるので、お弁当を持

ってきて親子でランチ・・・。駐車場も同じ敷地内にあり、とっても便利になりました。 

今回は、新しい千秋子育て支援センターについてご紹介します。 

新千秋子育て支援センターは 

ここです！(千秋天摩の信号角)
（千秋町天摩字山畑370番地５６） 椅子に座ってゆっくり昼食やおやつ

を食べることができます。 

ランチルームもできました 

てんとう虫のかわいいすべり台や親

子であそべるおもちゃがいっぱい揃

っています。 

季節に合わせて変化する大きな木が

あります。 

かわいい砂場がありま

す。気分転換にどうぞ！ 

☆ランチルームでは

☆遊びの広場には

☆外には

２

赤ちゃんとママが安心し

て過ごせるスペースにな

っています。 

☆赤ちゃんコーナー



 施設の紹介 

今まで、保育園の一室で開設していた千秋子育て支援センター。「その狭さがいいの」と言

っていたママたちも、新しいセンターに訪れると「明るくて、きれい！」「かわいいおもちゃ

もいっぱい増えてステキ！」と評判は上々。千秋近辺にお住まいの方はもちろん、一宮市の

東の端っこでちょっと遠いかな？と思われる方も、是非一度、のぞいてみてくださいね。 

子育て支援センターは「みんなで子育て」をモットーに、お子さんの成長を一緒に喜び合っ 

たり、悩みごとや心配なことがあれば一緒に考えたりして、皆さんの子育てを応援していま

す。職員一同お待ちしていますので、ぜひお越しください。 

あそびの広場 

ランチルーム 

絵本コーナー 

砂場 

トイレ 

授乳室 

３

ようこそ 

千秋子育て支援 

センターへ！ 

電子レンジでチーン！ 

あったか～い！！ 

お い し い

ね ！

赤ちゃんコーナー 

わーい！ 

ままごとコーナー 



こどもの日には菖蒲が使われるけれど、どうしてか知ってる？

菖蒲は邪気を祓うとされています。昔は菖蒲とヨモギ、５色の 

糸を使ってくす玉を作って飾っていたんですって！ 

それがくす玉の始まりだそうです。 

菖蒲はこんな使い方があるのです。 

パパになって、どんな子育てをしてますか？ お子さんと一緒に

過ごす中で、日々、いろいろな出来事がありますよね。 

そんなパパの“あるあるエピソード”を紹介していただきました。 

Ｑ．子どもの姿を見て思わず・・・しちゃったこと 

遅く帰ったときに、寝ている子どもの寝息をそ～っと 

聞いていた

Ｑ．あ～“やっちゃった”の失敗談

椅子に乗って机の上の物を取ろうとするので、机から離し

てみたら椅子から落ちてしまった…。 

Ｑ．パパにそっくりなこと 

ママのおふざけに呆れたパパの顔と、遊びに飽きた時の 

娘の顔が似ていると言われる！ 

☆ママにひとこと

怒らせてばかりで 

ゴメンね 

子育てお疲れ様です 

たまには家族で旅行

に行きましょう

Ｙちゃん（１歳）パパ 

４

今のくす玉はこんな

感じですね！ 

菖蒲を枕の下に敷い

て寝ると、邪気を祓う

といわれている。 

ゆめちゃんの 昔 をのぞいてみよう！ 

＜5月 5日＞こどもの日の巻

菖蒲湯 

お風呂に入れると体が温ま

リ、疲れをとる効果が。 

子どもの頭に巻くと賢くて

強い子に育つといういわれ

がある。

わー！ 

～由来～ 

１９４８年に制定され

た国民の祝日に関する法

律によって、５月５日が

「こどもの日」になりま

した。「こどもの人格を重

んじ、こどもの幸福をは

かるとともに、母に感謝

する日」と定められてい

ます。 

くらし歳時記より 

いい夢 

見られる 

かな？ 



＊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○○

＊公園へいこっ！ 時間：午前１０時３０分～１１時 申し込み：不要   

４月１４日（金） 木曽川緑地公園（玉ノ井地区）  木曽川町玉ノ井     

   ５月１２日（金） 大平島公園           朝日２丁目６－１ 

   ６月 ６日（火） 五城公園            西五城字中川田５０  

＊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２２日（土） 東五城子育て支援センター

５月１３日（土） 里小牧子育て支援センター         

   ６月１０日（土） 千秋保育園

＊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２１日（金）               申し込み日：４月 ５日・６日

４月２８日（金）               申し込み先：千秋子育て支援センター

５月２２日（月）               申し込み日：４月１９日・２０日

５月２９日（月）               申し込み先：黒田北子育て支援センター 

６月３０日（金）              申し込み日：５月２９日・３０日

７月 ５日（水） 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 場所：東五城子育て支援センター

   ５月１９日（金）  申し込み日：４月１７日・１８日
             申し込み先：丹陽子育て支援センター

６月１６日（金）  申し込み日：５月１０日・１１日
             申し込み先：黒田北子育て支援センター

＊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１８日（火） 親子のひびきあいにつながるコトバ・リズム ポプラ児童クラブ

５月１８日（木） 親子で楽しむ音楽遊び            千秋南保育園

６月１７日（土） パパに伝授 絵本よみきかせの極意      里小牧子育て支援センター

中保健センター

尾西生涯学習センター

５

子育てサークル紹介 

オ ム レ ツ 
園庭で遊んだり、室内では季節の遊びやおしゃべりを

したりしてのんびり過ごしています。子どももママも

一緒に楽しい時間を過ごしましょう。ぜひみなさんも

気軽に遊びに来てください！ 

＜活動場所＞ 

  一宮市立千秋北保育園 

  一宮市千秋町浮野字定筆３３ 

      ℡ ２８－９７４４ 

 ＜活動日時＞ 

毎月第２水曜日 午前１０時３０分～

木曽川体育館

※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。 



図書の紹介

この紹介図書は

里小牧子育て支援センターにあります

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。 

※ 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。 

早起きリズムで脳を育てる

脳・こころ・からだの正三角形

            著者 成田奈緒子 

  睡眠と生活リズムで子どもが変わる！

子どもの発達にとって、睡眠がいかに大切か

がよく分かる一冊です。

まてまてさん

おーなり由子 ぶん 

はたこうしろう え

  “あんよ”が主役になって「まてまて～」と

 赤ちゃんとおいかけます。

赤ちゃんがおもわずにっこりする絵本です！

この紹介図書は

東五城子育て支援センターにあります

千秋子育て支援センター 
〒491-0817 

千秋町天摩字山畑３７０ ５６ 

  ２８－９７７１ 

８１－０２７７ 

丹陽子育て支援センター 
〒491-082７ 

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 
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FAX FAX


