
一宮市子育て支援センター情報紙

特集 『LINE 友だち会員』 

２０１９.１０ 

№ ５９ 

◆  パパの〇〇デビュー 

   「H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７『いっぴきちゅう』 

◆ 子育てサークル紹介 『ツインズクラブ』

いない いない ばあ で遊ぼっ！（木曽川公民館） 



２ 

知ってる？ 

「仕事で保育園に迎えに行けない、どうしよう」「病院に行く間、子どもをみて

て欲しいけど…」こんな時の救世主がファミリー・サポート・センターです。 

ファミリー・サポート・センターは子育ての手助けをして欲しい方と子育てのお

手伝いをしたい方がお互いに助け合う組織で、センターが会員相互の結びつけを行

います。 

それを LINE 上で行うのが LINE 友だち会員です。LINE を使って手軽に利用で

きるところが魅力です。今回は LINE 友だち会員のご紹介と実際に使っている方の

声を集めてみました。

☆友だち同士でファミリーサポートの会員にな

り、LINE 上で調整し合うのでスピーディー。 

☆ファミリー・サポート・センターを通すから、 

まさかの時に安心。万一事故の際、保険が適用

されます。 

LINE 友だち会員のメリットはね… 
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＊気軽に預けあえる友だちがいるのっていいよ 

＊手土産とか気を使わずに預け合えるよ 

＊きちんと報酬があるから割り切れて楽チン

＊グループでLINEをつくった時より友だちと

の信頼関係が深まるよ     

気軽に始めた LINE 会員が友だちの輪を広げたり、困ったときに頼りになったり、お

子さん自身に友だちや遊び相手ができる結果になったりすることがインタビューを通

してよくわかりました。いかがですか？あなたも友だちと始めてみませんか。お気軽に

お問い合わせ下さい。詳しくはお電話か、子育てアプリをご覧下さい。 

問い合わせ・申し込みは 

 いちのみやファミリー・サポート・センター  ＴＥＬ (０５８６)２８－９７７２ 

LINE 友だち 

会員を始めた 

きっかけは？

今まで利用した

タイミングは 

どんなとき？ 



パパからママへありがとう！ 

ママがいてくれるだけで僕は何でも頑張れます。ママが好きな事に時間を使えるくらい、子

育ても任せてもらえるよう頑張るね。これからもみんなで成長していこうね。ありがとう!! 

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。 

留守番 

息子にとっても僕にとっ 

ても妻の存在の大きさを 

再確認する時間となった。 

途方もなく長い１時間でした。 

上手に食べさせてあげられず悔 

しかったです。頑張って食べ 

ている息子を見たら“僕も 

頑張らないと”と思いました。 

わらべうた ～パート ７～ 

いっぴきちゅう

繰り返し唱えて遊ぶのが

楽しいわらべうた。 

ちゅう ちゅう ちゅう…

あれれ、何回目だっけ？ 

① いっぴきちゅう  

ひとさし指で子どもの手のひ

らを軽く２回たたく。 

② もとにかえって 

ひとさし指で、手のひらに円を

描くように軽く４回たたく。 

４ 

みんなであそぼう 

③ にひきちゅう にひきちゅう

ひとさし指と中指で手のひらを軽

く４回たたく。 

④ もとにかえって 

同じ２本の指で、手のひらに円

を描くように軽く４回たたく。 

⑤ さんびきちゅう さんびきちゅう

ひとさし指と中指とくすり指で手のひ

らを軽く４回たたく。 

⑥ もとにかえって いっぴきちゅう

同じ３本の指で、手のひらに円を描くように軽く４回

たたき、①にもどってから、最後に「おしまい」と言う。 

離乳食 



＊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 

10月12日（土） 黒田北子育て支援センター 

11月11日（月） 東五城子育て支援センター 

12月 7日（土） 里小牧子育て支援センター

＊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 

11月15日（金）               申し込み日：10月9日・10日 
11月22日（金）               申し込み先：黒田北子育て支援センター 

1１月 ９日（木）               申し込み日：12月9日・10日 
1１月２０日（月）               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 

   11 月 29日（金）   申し込み日：10月24日・25日 

申し込み先：千秋子育て支援センター 

   11 月 29日（水）  申し込み日：12月16日・17日 

申し込み先：千秋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：必要 

11月25日（月） １歳児を楽しむ              大和公民館 

～好奇心と自我が芽生える１歳児～               

   11 月 25日（土） 子育てが楽しくなる方法          東五城子育て支援センター

～どならないしつけのスキル～ 

中保健センター 

木曽川体育館 

５

子育てサークル紹介 ツ イ ン ズ ク ラ ブ  

多胎育児ならではの情報

交換をしながら親子で楽し

い時間を過ごしています。

先輩ママさんの経験はすぐ

に役立つものばかりです!！

多胎育児の面白さ・大変さ

を共有しませんか? 

是非、遊びに来てください。 

＜活動場所＞

一宮市立門間保育園 

一宮市木曽川町門間字東北出318 

  ℡（0586）28－9758 

＜活動日時＞ 

毎月第1水曜日 

(12・1月は第2、11・2月は休み)

午前10時00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   

   11 月 6日（水） 多加木公園    多加木5丁目5－2 

   12 月 4日（水） 大平島公園    朝日 2丁目6－1 

※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 

東五城・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。 

0～3歳の これで安心 

子育てハッピーアドバイス 

明橋 大二 著 

大田 知子 イラスト 

3 歳までの子どもの心の育て方、親の自己肯定

感アップのためのアドバイス、育児の悩み Q＆A

など、子どもが幸せに育つために大切なことを４

コママンガで分かりやすく教えてくれる一冊で

す。 

ノンタン ぶらんこのせて 

キヨノ サチコ 作・絵 

ノンタンはブランコをひとりじめ。なかなか

順番を代わってくれません。「ずるいよずるい

よ！」みんなが怒って帰ろうとしたら、ノンタ

ンが慌てて… 

友だちとやりとりを始めた頃のお子さんの気

持ちをかわいく描いた絵本です。 

この紹介図書は 

各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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＊著者の育児講演会

日時   12月14日（土） 
場所   尾西生涯学習センター  

大ホール 
テーマ  ｢0～3歳これで安心 

子育てハッピーアドバイス｣ 
定員   18０名（市内在住の方） 
申し込み 必要 10月7日(月) 

9:00より先着順 
     東五城子育て支援センターへ 
     電話または直接 


