
 育児講座 

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君パパに聞いてみました」 

◆ みんなであそぼうわらべうた

 パート２「おすわりやす いすどっせ」 

◆ 子育てサークル紹介 「ふたごっち club」
（多胎児）

特集『子育て支援センターの魅力、再発見！！』 
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 子育て支援センターの 

     魅力、再発見！！ 
 市内６か所にある子育て支援センターは、子どもと安心して過ごせる場、保護者同士が交

流しつながる場、気軽に相談できる場として多くの方にご利用いただいています。

各子育て支援センターにそれぞれ特徴があることをご存知の方も多いと思いますが、今回は

改めて６か所の子育て支援センターをＰＲしたいと思います。ママとパパはもちろんのこと、おじ

いちゃん、おばあちゃんもご一緒に是非遊びに来てくださいね。 

おすすめポイント 

・土日、祝日も開所しています。

・駅に直結しているので、電車、バスで

来るのに便利！

・17時まで開所しているのはここだけ！
・一時預かり施設があります。

（事前予約可）

ふれあい遊びの時間

11時 15分～、15時 45分～
駐車場  

 一宮市尾張一宮

駅前ビル駐車場

（ｉビル駐車場）他

中央子育て支援センター 

おすすめポイント

・じゅうたん敷の部屋なのでハイハイの

赤ちゃんでものびのび遊べます。

・独立したランチルームと授乳室が

あります。

・駐車場が広くて便利です。

ふれあい遊びの時間

11時 20分～、15時 40分～
駐車場  

尾西庁舎駐車場

東五城子育て支援センター 

おすすめポイント 

・広い砂場があり、外遊びができます。 

外遊びが大好きなお子さんにはおススメです。 

・金魚やメダカがいます。 

・広い赤ちゃんスペースがあります。 

ふれあい遊びの時間 

11時 15分～、15時～ 
駐車場 

第 1駐車場 15 時 30 分まで  

第 2 駐車場あり 

☆水遊びあり（７月 17 日～8月 10 日） 

☆木曜日 併設保育園での園庭開放あり 

（里小牧保育園 10：00～11：30） 
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◎まだまだ他にこんな事も行っています。 

・本の貸し出し（除く、中央子育て支援センター）

・ランチコーナー、授乳スペースもあります。 

・19 日のはぐみんデーには手作りグッズ、ゼロの日（10、20、30 日）には、交通安全

の手つなぎバンドがもらえます。 

子育て支援センターは、「みんなで子育て」をモットーに、皆さんのお越しを職員一同 

お待ちしています♪ 

黒田北子育て支援センター 

千秋子育て支援センター 丹陽子育て支援センター 

おすすめポイント 

・アットホームな雰囲気の中で、保護者同

士の距離が近くて他の保護者とも話が

しやすいです。 

・砂場もあり、外遊びができます。 

ふれあい遊びの時間 

 11 時 15 分～、15 時 40 分～ 

駐車場  

 丹陽出張所と兼用 

☆水遊びあり 

（7月 17 日～8月 10 日） 

おすすめポイント 

・テントウムシのかわいい滑り台があり 

 ます。 

・ゆったりとした絵本コーナーがありま

 す。 

ふれあい遊びの時間 

 11 時～、15 時 40 分～ 

・毎週金曜 10 時 15 分～  

アンパンマン体操をやってます！ 

駐車場 15台 第 2駐車場もあります。 

おすすめポイント 

・のびのび遊べる大きなボール 

 プールがあります。 

・砂場があり、外遊びもできます。 

ふれあい遊びの時間 

11 時～、15 時～ 

駐車場 第１駐車場 15 時 30 分まで（11 台） 

    第 2 駐車場あり  

☆水遊びあり（7月 17 日～8月 10 日） 

☆木曜日 併設保育園での園庭開放あり 

（黒田北保育園 10：00～11：00） 左
折
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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．パパとそっくりなこと 

小さい頃、電車大好きっ子でした。双子も大好きです。 

Ｑ．あ～“やっちゃった”の失敗談
一人のおむつ替え中、もう一人がやけに静かだな…と振り向くと、

おしりふきをものすごい勢いで取り出して遊んでいました。 

Ｒくん 

Ｒくん 

☆ママにひとこと☆

双子の世話だけでも 

大変なのに、毎日 

欠かさず作ってくれる 

晩ごはんが仕事の後の 

楽しみです。 

いつもありがとう！！ 

4 

Ｑ．子どもの姿を見て思わず・・・しちゃったこと 

僕の足で滑る「人間すべり台」が大好きで、「ちゅるーん！」

とおねだりされるとつい応えてしまいます。二人が無限に 

すべり、なかなか終わりません。 

① おすわりやす いすどっせ 

子どもをひざにのせます。 

② あんまりのったらこけまっせ 

子どもの体を揺らします。 

みんなであそぼう 

わらべうた！ ～パート２～

③ （どすん） 

子どもを足の間に落とします。 

♪おすわりやす 

いすどっせ 

③ ② ①

お子さんをひざにのせ手を持ったり、体を支えたりして一緒に遊びましょう

（１歳１１か月）パパ 

お   す    わ    り  や   す   い   す    どっせ あ ん ま り  の っ た ら  こ け ま っ せ !（どすん） 



＊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１４日（土） 東五城子育て支援センター

９月１５日（土） 丹陽公民館         

＊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

９月 ６日（木）               申し込み日：８月 ９日・１０日

９月１３日（木）               申し込み先：千秋子育て支援センター

１０月１９日（金）               申し込み日：９月１０日・１１日

１０月２６日（金）               申し込み先：丹陽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２１日（金）  申し込み日：８月１６日・１７日

             申し込み先：里小牧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：８月は不要 ９・１０月は必要

８月 ４日（土） 女性のライフステージ

          －笑顔あふれる夢のある暮らし－      千秋子育て支援センター

９月 ４日（火） ２歳児の楽しくなる子育て

－イヤイヤ期をイライラ期にしないコツ－  大和公民館

  １０月２２日（月） ０歳を楽しむ

－０歳児の特長とかかわり方のポイント－ 尾西生涯学習センター

木曽川体育館

中保健センター

５

子育てサークル紹介 

ふたごっち club（多胎児） 多胎児育児ならではの悩み相談をしませんか。 
先輩ママさんの経験やアドバイスはすぐ育児に役立

ちます。年に数回、好評のリサイクルも行っています。 

ぜひ、遊びに来て下さい。 

＜活動場所＞ 

  東五城子育て支援センターサークル支援室

  一宮市東五城字備前１２（尾西庁舎２階）

      ℡（０５８６）８５－９３３９ 

 ＜活動日時＞ 

  毎月第４月曜日 

（９月は第２・１２月と３月は第３） 

午前１０時３０分～１１時３０分 

※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 （０５８６）２８－９７７２と 

連携しています。気軽にお問い合わせください。 

育脳まとめ ０～３才

発行者 萩野 善之

“０～３歳までに、親がしてあげたいこと全部！

どれも生活の中でできる“ (表紙裏より) 
１７名の専門家の先生がたからママとパパに

伝えたい、子どもの可能性を伸ばすアドバイスの

集大成です。             

いーれーてー

わたなべ あや  さく

 うめぼしさんが「いーれーてー」というと、

おにぎりさんが「いーいーよー」さまざまな食

べものが登場し組み合わせと変化が楽しめる絵

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

（０５８６）２８－９７７１ 

（０５８６）８１－０２７７ 

丹陽子育て支援センター 
〒491-082７ 

三ツ井３丁目２－３７ 

（０５８６）２８－９１４６

 （０５８６）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） 

（０５８６）８５－７０２６ 

（０５８６）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） 

（０５８６）８５－９３３９ 

   （０５８６）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） 

（０５８６）２８－９７６９ 

  （０５８６）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） 

（０５８６）４５－３８３９ 

  （０５８６）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） 

（０５８６）５１－２７２７ 

  （０５８６）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） 

（０５８６）２８－９７７０ 

 （０５８６）８７－７４９０
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