
一宮市子育て支援センター情報紙

特集
『みなさんのお近くに… 

こっこ号がやって来ます！』 

２０１９.４ 

№ ５７ 

◆  パパの〇〇デビュー 

   「Ｅ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５『どんどんばしわたれ』 

◆ 子育てサークル紹介 『ちびこっこ』

誕生会（子ども文化広場図書館） 



皆さんは“うごく子育てサロン こっこ号”をご存知ですか？毎月１回“こっこ号”

というピンクの車におもちゃを積んで市内１５か所の公共施設に訪れ、臨時子育て支援

センターを開設しています。親子で手をつないで散歩しながら、自転車やベビーカーで

出かけたついでに、もちろん車でもＯＫ！各施設駐車場もあります。 

地域の方と素敵な出会いが…。職員２名が笑顔でお待ちしています♪♪♪ 

★地域の方と出会い、温かい輪が広がる交流の場となっています。 

２ 

・・・気軽に職員に相談したり、他のママと情報交換したり・・・

「近所に知り合いがいなくて…。」と初めて来所するママ。 

職員と一緒に話をしてみると… 

「知らなかったけど、家が近所だった！」 

「子どもの誕生日が一緒だった★」 

なんてことも。 

「バイバーイ またね！」 

「ターッチ！！」 

「来月、また来ま～す 。」 

「また、会おうね ♡ 」 

・・・来月の再会が楽しみ・・・

「聞いて！うちの子、 

最近、何でもかんでも触りたがるの～」 

「周りに興味が出てくる時期だもんね。こちらの 

ママにどうしているか聞いてみる？」 



こっこ開設日

 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 

第１週 
時之島老人

いこいの家 

尾西南部生涯

学習センター 
向山公民館 奥公民館 

第２週 
萩原老人

福祉センター 
葉栗公民館 

大和南小学校 

(ふれあいルーム) 

子ども文化

広場図書館 

第３週 木曽川公民館 今伊勢公民館 神山公民館 西成公民館 

第４週 
開明老人

いこいの家 
浅井公民館 

北方老人

いこいの家 
‾ 

みんなでハッピーバースデーの歌で

お祝いします。また、歌の後に「ハイ

ポーズ！」で記念撮影もできますよ。 

子育て支援アプリで当日

開催している施設と時間

を確認できます。 

かわいいお子さんの寝相アートを

撮影してみませんか？職員手作りの

アートマットをご用意しました。保護

者の方のカメラ等で撮影できます。

“インスタ映え”まちがいなし。 

３ 

シールを貼ったり、みんなで一緒

に簡単なゲームをしたりして遊び

ます。座談会では、情報交換をした

り、おしゃべりしたり、友だちにな

るチャンス！！楽しいひと時をみ

んなで一緒に過ごしませんか。 

詳しくは“いないいないばあ で遊

ぼっ！”のチラシをご覧ください。 

（暴風警報発令時等異常気象又は、災害の発生により開設しない場合があります） 



赤ちゃんが生まれパパになり、何もかも初めてづくし。そこで、パパになって 

初めての〇〇「パパの〇〇デビュー」と題して、そのときの思いや様子をお聞 

きしました。ハラハラ、ドキドキ！体験談を、ここでご紹介します。 

オムツ替え 

センター 

デビュー 

買い物中、オムツ 

が大変なことになり、 

抱っこしてトイレまで 

走って駆け込みました。 

お気に入りの鍋の蓋を 

持って楽しそうに歩き 

回っている姿が可愛い 

     かったです。 

パパからママへありがとう！ 

“元気にいい子に育つよう”勉強しているママを見て凄いなと思います。もう

すぐ２人目も生まれるけど、２人が大人になった時にパパとママみたいな親に

なりたいよって言われるようにこれからも２人で頑張ろうね。 

わらべうた ～パート ５～ 

♪ どんどんばしわたれ ♪

ママの橋（足）を渡って

遊びましょう。橋をドン

ドンとさせると、こんこ

（きつね）がやってきて

つかまっちゃうよ。 

① どんどんばし わたれ さあ わたれ 

こんこが でるぞ さあ  

子どもを抱き上げてママの方へ少しずつ近づけます。 

② わたれ 

子どもをぎゅっと抱きしめます。 

４ 

みんなであそぼう 

つかまらなくて 

よかったね！ 



＊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 

４月２０日（土） 千秋子育て支援センター 

５月１１日（土） 丹陽公民館          

   ６月 ８日（土） 浅井中保育園

＊ママといっしょでいいな（１歳児対象）   時間：午前１０時１５分～１１時１５分 

５月２０日（月）               申し込み日：４月１８日・１９日 
５月２７日（月）               申し込み先：千秋子育て支援センター 

６月１２日（水）               申し込み日：５月 ７日・８日 
６月２６日（水）               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 

   ５月２４日（金）   申し込み日：４月２４日・２５日 

             申し込み先：東五城子育て支援センター 

   ６月１４日（金）  申し込み日：５月１３日・１４日 

             申し込み先：丹陽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：５月は必要 ４・６月は不要

４月２２日（月） 絵本であそぶ、絵本にまなぶ         葉栗公民館 

～絵本には子育てのヒントがいっぱい～    

５月２３日（木） ２歳児を楽しむ               大和公民館 

～ミテミテとイヤイヤの２歳児～               

   ６月２２日（土） パパの子育て応援します           東五城子育て支援センター

木曽川体育館 

中保健センター 

５

子育てサークル紹介 ち び こ っ こ  

天気のいい日は外で遊んだ

り、園児さんと触れ合った

りもします。ママ同士の交

流の場としても、お子様の

友だちづくりとしても、気

軽に遊びに来てください。 

＜活動場所＞

 一宮市立開明西保育園 

  一宮市開明字教堂池３８－１ 

  ℡（0586）28－9753 

＜活動日時＞ 

 毎月第３水曜日 （３月は第２） 

 午前10時30分～11時30分 

＊公園へいこっ！ 時間：午前１０時３０分～１１時 申し込み：不要

   ４月２３日（火） 奥町公園        奥町字宮郭７ 

５月１６日（木） １３８タワーパーク 光明寺字浦崎２１－３

※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。 

申し込み：不要 

一宮子育て支援アプリ 

Google play  App Storeで配信
中

Google play App Store



図書の紹介

この紹介図書は

丹陽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。 

ママ、わたしこんなこと思っているよ

小西 行郎  監修

          横峰 沙弥香 イラスト

ことばが話せない赤ちゃんは何を思っている

の？どうやってコミュニケーションをとればい

い？赤ちゃんを育てるお母さんなら誰もが感じ

ることでしょう。

そんなお母さん方の疑問や不安をスーッと解

消する一冊です。         

    かたづけやさーい

わたなべ あや 作

「はーい！きゃべつちゃん おかたづけするー

くる～り ひらりん えほんさん おうちへかえ

りましょう♪ おかたづけ、なんだかちょっと

楽しそう」 イヤな片付けが段々楽しくなって

くる絵本。教えることが難しい片付けが、楽し

くスッキリできるようになります。

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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