
 

特集  

                                   
                                              
                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

体験談から学ぶ 

  安全対策！
  
 

 
      
 

一宮市子育て支援センター情報紙 

２０１２年７月  NO. ３０ 

 丹陽子育て支援センターにて 

パパになってよかった… 
「Ｋちゃん・Ｉくんパパにインタビュー」

 
   子育てサークル紹介 

「おひさま」 
 

ママたちに聞きました 
「歯磨きのコツ☆我が家では…」 

 

楽しいあそびの広場（上） 
｢子育て支援センターで あ・そ・ぼ｣（下）

 



～子どもの事故に関するアンケート・聞き取り調査より～

 
  
                                     
 
 
  
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

サイドガードがあるから大丈夫

と思っていたの。まさかその横

から落ちるなんて…。 
＜安全対策＞ 
ガードのない所には座布団 

 安全対策は、念には念を！ 
 

―ガードが固いママ― 

ハイハイ専門だと思ってた

ら、鉢につかまって立っち！

“キャー 土を食べてる!!” 
＜安全対策＞ 
子どもは日々成長 

「まだできないはず」は禁物
 

―成長より一歩先見るママ― 

雨が降ってきたので抱っこし 
て急げ！そのとたんドデン！ 
二人で転んで、二人で大泣き。

＜安全対策＞ 
抱っこしたら慌てず・急がず

気をつけて 
 

―急な時こそ慎重に！ママ― 

湯船につかまって遊んでいる間

にサッとシャンプー。ちょっと

目を離した隙に“バシャ～ン!!”
＜安全対策＞ 
子どもの方を見てシャンプー

もしくは、後からゆっくり 
 

―子どもに背を向けないママ―

かわいい子どもの怪我や事故を伝える悲しい 
ニュースが後を絶ちません。自分では「あぶない！」

が判断できない小さな子どもたちは事故や怪我と隣

り合わせ。子育て支援センターで行った「子どもの

事故について」のアンケートや聞き取り調査からも、

ママたちのハラハラがうかがえます。 
Ｔちゃんママからは「ちょっと目を離した隙に…。

まさかと油断した私の『危ない体験』がみんなの 
事故予防に役立つなら、ぜひ伝えて！」と…。 

そこで、今回は『お子さんが怪我をしたり、危ない！

と思ったりしたママたちの体験談』をご紹介します。 
より多くのママ・パパと体験談を共有し同じような事故

を防ぎたいと願って！ 

 

回答者 ･･･ ママ 421 人 
 
わが子が怪我や事故に 

あったことは？ 
 

あ る   ･･････ 162 人 

入院した ･･････ 3 人 
通院した ･･････ 59 人 
あなたや周りの人が 
手当てした･･････107 人 

子どもの事故について 

       アンケートより 

 「もう少しで口に入れそう」「飲み込みそう」 

                    アンケートより 

おもちゃ・タバコ・ボタン・薬 

化粧品・洗剤・調味料・小銭・石 

紙おむつのテープ・ゴキブリ団子 

ペットボトルの蓋・乾燥剤・土… 
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見ている前で“ドデン” 

まさか!?お兄ちゃんの 
パジャマは大きすぎた！ 
裾を踏んづけて…。 
＜安全対策＞ 
 サイズ合わせが大事！ 
   

―ぴったりママ― 

いつもうろうろしながら歯磨き。

いつものように「あぶないよ～」

と軽く声をかけた瞬間!“ドデン” 

＜安全対策＞ 

指きりげんまん「歯磨きは 

この場所で」 
 

―長いものには気をつけるママ― 

 
「まさか、そんなことをするなんて…」「ちょっと目を離した隙に…」 
「まだ、そんなことはできないはず…」「いつもだから…」その油断が、事故に！ 

 
「見ている前でも事故は起きる」「365 日、四六時中目を離さないなんてできない！」 
だから、安全対策が必要。ちょっと目を離した隙に、子どもが思いも寄らないことをしても

事故にならない・あるいは事故が起きても小さな被害ですむような予防が大事！ 

「まさか」・「ちょっと」・「まだ」・「いつも」 

「予防」が子どもを事故から守る 

隣で料理をする私を見ていた

の。ちょっと後ろを向いている

間に…。背伸びして包丁を持っ

ていたわが子。びっくり！！ 
＜安全対策＞ 

面倒がらず、手の届かない所

に！ 
 

―片付け上手になったママ― 

さめてきたから大丈夫と思って 

置いておいたの。ぴかぴかの 

アイロンに興味津々。あっ！ 

子どもの手の皮は柔らかい！ 

＜安全対策＞ 

 十分さめるまで要注意！ 
 

  ―油断大敵！ママ― 

ちょっと目を離した間に、 

テレビボードに上っていた。

「ダメ！」っと言った瞬間…

テレビと一緒に“バターン”

＜安全対策＞ 
 叱るより転倒防止！ 
さっそくベルトで固定 

 

―大声出すのが減ったママ―

ゴッツン！ドッスン！ 

どこで？ ベスト５ 

アンケートより

第１位 テーブル 
第２位 ソファー 
第３位 いす 

同等第３位 階段 
第５位 ドア 
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おひさま 

＜活動場所＞ 
 一宮市立赤見保育園 

  一宮市小赤見字清水１３ 
℡ ２８－９７２２ 

＜活動日時＞ 
  毎月第３火曜日（３月は第２）  

午前１０時３０分～ 

毎日頑張って仕事、終わるとわが子の元へ。その笑顔を見て

でっかい笑顔になるパパ。「さぁ、家に帰ったらわが子と遊ぼう。

お風呂に入ろう！…」「親バカかもしれないけどうちの子が一番

かわいいな～❤」そんなイクパパが子育て支援センターの行う

「パパもいっしょに遊ぼっ！」にたくさん参加してくださいま

す。そこで素敵なパパに今の様子や気持ちを聞いてみました。
Ｙ・Ｓさん（パパ）  

Ｋちゃん ２歳９か月 
Ｉくん  １歳 

☆ Ｋちゃん・Ｉくんパパにインタビュー ☆

☆パパになったと実感したことは？ 

 公園とかで遊んでいて、すぐ僕を見

つけて「パパ～！」と走ってきてくれ

た時。あと「趣味はなに？」って聞か

れた時に「子どもと遊ぶこと！」って

言った時かな。子どもが生まれて趣味

が変わりました。 

☆「僕の子どもだなぁ」と思う瞬間は？ 

 上の子、顔がそっくりなんです（笑） 
あと、人見知りするところ。僕の「人見知

り」、子どもに受け継がれているのかな？ 

☆どんな子に育って欲しいと思いますか？ 

 思いやりのある子に育ってほしいですね。 
誰にでもやさしく親切にできますように… 

 赤見保育園で毎月、遊ばせてもらっ

ています。キラキラにっこりのサーク

ル「おひさま」です。少人数だから、

初めての方でも、すぐに仲良くなれま

すよ！ 
私たちと一緒にゆったり楽しい時間



        ５     

＊ 公園へいこっ！ 時間：午前１０時３０分～１１時 申し込み：不要  
７月 ３日（火） 大平島公園       朝日２丁目６－１ 
９月２５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
７月１４日（土） 尾西生涯学習センター西館          

   ９月２９日（土） 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 
７月３１日（火） 子どもの事故の予防と応急処置    産業体育館 
８月２５日（土） ０歳児パパの赤ちゃんとの遊び方   東五城子育て支援センター  

   ９月 ５日（水） ２歳児の自己主張の 
受け止め方・かかわり方  尾西南部生涯学習センター 

                 

 
 

  

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＊申し込み：７月は不要  ８月・９月は必要  

ママたちに聞きました 

＜歯磨きのコツ☆我が家では…＞

＊ 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２８日（火）                 申し込み期間：７月２５日～２７日 
９月 ４日（火）                 申 し 込 み 先：黒田北子育て支援センター 

           
９月２８日（金）                 申し込み期間：８月２７日～２９日 

１０月 ３日（水）                 申 し 込 み 先：丹陽子育て支援センター 
           

１０月３０日（火）                 申し込み期間：９月２６日～２８日 
１１月 ６日（火）                 申 し 込 み 先：黒田北子育て支援センター 

産業体育館 

木曽川庁舎 

尾西生涯学習センター

西館 

＊ 親子エプロンタイム（２歳児対象）   時間：午前１０時～１１時３０分 材料費：３００円

   ９月２１日（金）     尾西生涯学習センター   申し込み期間：８月２０日～２２日 
                  西館       申 し 込 み 先：黒田北子育て支援センター 

    

１歳児対象 
『ママといっしょでいいな』 

参加のママに聞きました 

大好きな ぬいぐるみと一緒

ぬいぐるみ用に歯ブラシを作り一緒に歯磨きを 
しています。お気に入りのぬいぐるみと一緒なの 
でニコニコ上機嫌。ぬいぐるみの歯磨きをしても、

自分の歯磨きは嫌がることもありますが… 

うちは、パパとママが楽しそうに歯磨きをしてい

る様子をずっと見せています。そしたら「○○ちゃ

んも～！」と自分の歯ブラシを持ってきて、歯磨き

をするようになりました。パパが褒めるとさらに、

得意気に歯磨きをする我が子です！ 

歌を歌いながら お口をア～ン 

子どもの好きな音楽を流すと、嬉しそうに

歌い出します。上機嫌な間に途中で「お口、

ア～ン」って開かせシュシュシュって歯磨き。

歯磨きしている間、私も一緒に歌っています。

１回では磨ききれないので、２･３回繰り返し

やらなきゃいけないんですけどね。     

                

パパもママも、みんなでね☆ 
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図書の紹介 

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。 

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 

FAX ８６－６３３３ 

東五城子育て支援センター 
〒494-0008 

東五城字大平裏３８ 
（尾西生涯学習センター西館 2F）

   ２８－９７６７ 

FAX ６３－３６６０ 

さくら子育て支援センター 
〒491-0036 

桜 1 丁目１２－１ 
（思いやり会館 2F） 

   ２８－９７６８ 

FAX ７３－９１６１ 

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 

FAX  ８７－７４９０ 

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 

FAX  ８１－０２７７ 

（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 

FAX 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 

FAX ５１－２９１５ 

＜子育てひろば＞ ＜市立子育て支援センター＞ 

おふろだ、おふろだ！ 
    文  わたなべ しげお 
    絵  おおとも やすお 

パパと一緒に楽しくお風呂。日常どこにで

もありそうなほほえましいお話です。 
「いーち にーい さーん しーい・・・」

と数える場面では、お子さんも思わず一緒に

声を出したくなる本です。 
 

この紹介図書は、 
黒田北子育て支援センターにあります

子育てハッピーアドバイス 
大好き！が伝わるほめ方・叱り方２

           著者  明橋 大二 
「赤ちゃん返りがたいへんです。言うことを

聞いていると、甘やかしになってよくないで

しょうか」ママたちの悩みに明橋大二先生が

答えています。 
子育ての参考になる１冊です。      

丹陽子育て支援センター 
〒491-08２６ 

三ツ井３丁目２－３７ 
 

   ２８－９１４６ 

FAX  ７６－７０２１ 

※ 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。 


