
パパもいっしょに遊ぼっ！ 

一宮市子育て支援センター情報紙

◆  パパの子育てあるある 

   「Rちゃんパパに聞いてみました」 

◆ ゆめちゃんの 昔 をのぞいてみよう！ 

   「七夕の巻」 

◆ 子育てサークル紹介 「げんきっこ」

特集
『子育てにスマホを使う？使わない？』

２０１７.７ 

№ ５０ 



いいえ
18%

はい
82%

・必要と感じない 

・眠れなくなる 

・目が悪くなると聞いた 

・依存するようになると困る 

・いろいろなものに興味をもってほしい 
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いつでもどこでも気軽に情報を調べることができるスマホはとっても便利なアイテム。子育てに

活用している人も増えてきているようです。最近では子育てをサポートするアプリもできて、ます

ます便利になりました。そこで、子育て支援センターを利用しているママたち(お子さんの年齢別

各１００人)に、スマホをどのように利用しているのかを聞いてみました。 

２．どんな情報を調べているのでしょうか 

１位 発育・発達について 

 ２位 離乳食（幼児食）メニュー 

 ３位 病気・予防接種について 

その他… 

・講習会・イベント 

・お出かけスポット 

・公園の情報 

・赤ちゃんのお世話の仕方 

     という声もありました

Google play App Store

◎子育てにスマホを利用していますか？

１．どんな時に利用しているのでしょうか 

・授乳の時間を計る 

・スケジュール管理として 

・寝る時のBGMとして 

他にもこんな利用の仕方が… 

情報検索 静かにさせ
たい時 

ぐずった時 

その他 

子育て支援サイトがリニューアル

し、一宮市の子育て情報が分かりや

すくなりました。また、アプリもリ

リースされ、GPS連動マップで赤ち

ゃんの駅など最寄の施設が検索でき

たり、保育園の空き状況を調べたり

でき、いつでもどこでも子育て情報

を得る事ができます。 

いいえと答えた方の理由は… 

一宮子育て支援アプリは 

Google play  App Store で配信中

いちのみや 

子育て支援 

アプリ 

２
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アンケートから、多くのママたちが知りたい情報を調べるために、スマホを利用している

事が分かりました。また、ぐずって手に負えない時や周りに迷惑をかけたくない時にスマホ

を利用するママたちが、お子さんの年齢が上がるごとに増えている事も分かりました。

スマホは手軽で便利ですよね。ちょっと調べたい時にサクッと情報が手に入ったり、外出す

る時もいろいろなおもちゃを持っていかなくてもスマホ１台あれば遊んでくれたりします。

ただ、あまりスマホに頼りすぎないで、ルールを決めて上手に利用できるといいですね。 

 乳幼児期は、遊びを通して体を動かしたり、五感を刺激したりしながら基礎的な能力を獲

得していく大事な時期でもあります。ぐずって困った時も「なぜ泣いているのかな？」と理

由を考えてみたり、抱きしめたりしてコミュニケーションをとりながら機嫌が良くなる方法

を試してみてはいかがでしょう。そして、絵本を読んだり公園に出かけて遊んだりしてお子

さんとのスキンシップの時間を大切にできるといいですね。 

子育て支援センターにも遊びにきてくださいね！待ってます！！

４．スマホを見せながらも、気をつけていることがありますか 

３．ぐずった時に利用しているママはどれぐらいいるのでしょうか 

年齢別に見てみると・・・ 

0人   10人  20人  30人  40人  50人  60人  70人  80人  90人  100人 

☆長時間見ないように 

時間を決めている

☆音楽だけ聞かせている

☆できるだけ大人と 

一緒に見るようにしている 

☆オルゴール曲にしている

☆カメラの機能以外は 

触らせない 

☆視力が悪くならないように 

“ブルーライト軽減シート”を 

貼っている

☆寝る前は、見せないように 

している

３



一宮の七夕まつりは 

7月 27日～30日です。 

一宮市では、七夕の雰囲気を長く 

楽しむことができますね！ 

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 

子どもが可愛くて、ヒゲが濃いのに頬ずりしてしまう。 

Ｑ．あ～“やっちゃった”の失敗談

くすぐると喜ぶので、くすぐりすぎて子どもがのけぞって 

家具に頭をぶつけた。 

Ｑ．その他、伝えたいエピソード 

育休を約半年とっていますが、最高に楽しくて充実して 

 います。男性の育児参加が進み、イクメンという言葉が 

なくなれば良いなと思っています。但し、奥さんの負担 

は増えるかも？核家族が増えているので、パパが祖父母 

のようにママを助ける必要があると考えています。 

☆ママにひとこと

ひと言で伝えられない

程、感謝しています。

３人でいられる時間も

残り少しなので、全力

で楽しもうね。 

Rちゃん（１１か月）パパ 

４

ゆめちゃんの 昔 をのぞいてみよう！ 

＜７月７日＞七夕の巻

＊昔は七夕が終わったら

こんな感じに丸めて飾

ってました。 

 どうして？ 

おじいちゃんや 

おばあちゃんに 

聞いてみてね！ 

～由来～ 

笹や竹は生命力にあふれ、まっす

ぐに伸びることから神聖な植物

と考えられていました。   

また、短冊の五色は中国で生まれ

た陰陽五行説に当てはめたもの

で、緑＝木、赤＝火、黄＝土 

白＝金、黒＝水を意味します。 

くらし歳時記より 

どうして七夕祭りに

笹を飾るの？ 

今  の 

飾りは？ 

＊諸説有

ハンガーと 

ネットの 

天の川 

巾着 

 お金がたまり 

ますように！ 

輪つなぎ 

折りづる    夢が消えずに 

家族が長生き   つながるように！ 

しますように！ コルク 

ボード 

紙衣 

女子の裁縫の腕が

上がるように！ 

吹流し 

織姫のように 

機織が上手に 

 なりますように! 

親子で、七夕飾りを作って

みませんか？作り方は子

育て支援センターで、声を

おかけくださいね。 

昔  の 

飾りは？ 



＊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○○

＊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

７月 ４日（火） 丹陽子育て支援センター

７月１５日（土） 黒田北子育て支援センター         

   ９月１６日（土） 西成公民館

＊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

８月２４日（木）               申し込み日：７月２０日・２１日

９月 １日（金）               申し込み先：黒田北子育て支援センター

９月 ７日（木）               申し込み日：８月７日・８日

９月１４日（木）               申し込み先：千秋子育て支援センター 

１０月２０日（金）              申し込み日：９月１９日・２０日

１０月２７日（金） 申し込み先：黒田北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

   ９月２２日（金）  申し込み日：８月７日・８日
             申し込み先：東五城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：７月は不要  ９月・１０月は必要

７月２０日（木） よくある子どもの症状の対処法：受診の前に… 大和公民館

９月 ５日（火） ２歳児の育ちと家庭で大切にしたいこと

－揺れ動きながら育つ心の世界－    尾西生涯学習センター

１０月 ４日（水） 子どもの心ってどうやって育てるの？    大野極楽寺公園管理棟

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 

げ ん き っ こ ゆったりとした雰囲気の中、親子でいろいろな遊びを

通して楽しい時間を一緒に過ごしましょう！！ 

初めての方も気軽に遊びに来てくださいね。 

＜活動場所＞ 

  一宮市立起保育園 

     一宮市起字用水添８ 

     ℡ ２８－９７４５ 

 ＜活動日時＞ 

毎月第３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

東五城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。 

子育てハッピーアドバイス

笑顔いっぱい！食育の巻

            著者 松成容子 

               明橋大二

 ほとんどのママが直面する子どもの好き嫌い

の悩みや料理が楽しくなる簡単レシピなど、

うれしいアドバイスが詰まった１冊です。

がたん ごとん がたん ごとん

ざぶん ざぶん

安西水丸 さく

 「がたんごとん」と走る汽車に乗り込むのは、

すいかや麦わら帽子たち。「ざぶんざぶん」と音

がして降りた所は…？ 夏にお勧めの絵本です！

この紹介図書は

千秋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 

FAX FAX

FAXFAX FAX

FAX

FAX FAX


