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P１：【新しい生活様式で熱中症予防】 

P２：【夏に楽しめる手作りおもちゃ】   

P３：【夏野菜】【絵本紹介】【なないろ】 

P４：【講座紹介】 

『妊娠期』  

子育て通信  Vol．８０ 

※都合により、日時を変更することがあります。 

               

プレイルームは、市内在住の０歳～概ね３歳の
未就園児と保護者が自由に遊べるスペース 

です。（妊婦さんも可）授乳室もあります。 

また、プレイコーナーで３歳から未就学児と 

保護者が遊べます。 

平日１０時～正午と１３時～１７時 

（土日祝日、第１・３火曜日、年末年始以外） 

 
（ひろば相談） 

予　定 時間

随　時
10:00～正午

13:00～17:00

7/11、８/８、９/１２(月) 14:00～15:00

7/6、8/3、9/7（水） 10:30～11:30

7/13、8/10、9/14（水） 14:00～15:00

理学療法士 9/8（木） 14:30～15:30

言語聴覚士 7/1（金） 10:30～12:00
発達相談

子ども発達支援

センター

相談者

育児相談

妊娠・授乳・

卒乳・離乳食

（栄養）相談

助産師と管理栄養士

子そだてサポートひかり

相談員

ひろば保育士
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子ども家庭支援センターは、 
地域子育て支援拠点事業を行っています。 

産前から３歳未満児の保護者と

ご家族を対象に、子育て情報を

配信しています。 

空メールを送って登録してね。  

☀ のどが渇いていなくてもこまめな水分補給を心がけましょう。マスクを着用している際には特に注意！ 

☀ 窓を開けることや、換気扇を回しながらエアコンを使用しましょう。 

☀ お出かけ時には涼しい服装で帽子をかぶりましょう。 

日差しが強い１０時から１４時ぐらいまではできるだけお出かけを控えましょう。 

☀ 毎朝、定時に体温測定、健康チェックをして平熱を知ることで、発熱に早く気付くことが 

できます。体調が十分でない時には、お出かけを中止することも大切です。                                                  出典：環境省・厚生労働省ホームページ 



 

暑い夏にお家で楽しめる手作り水遊びおもちゃを紹介します！ 
【ペットボトルシャワー】 

① ２ℓのペットボトルを半分に切り、切り口にビニールテープをはる 

② 千枚通しやたこ焼き用ピックで小さな穴をいくつか開けて、 

持ち手を付ければ、簡単シャワーの出来上がり！ 

※４００ｇ程度のヨーグルト容器でも作ることができます！ 

【くるくる水車】 

① 牛乳パックの４つの面の下の方に穴を開ける 

② 曲がるストローを穴に差し込む 

③ 上部に穴を開け、紐をとおして出来上がり！ 

※ストローの向きを変えると回る向きが変わるよ！ 

【にぎにぎ水鉄砲】 

マヨネーズやケチャップの空きボトルの下の部分に 

穴を開けるだけで、小さなお子さんでも握っただけで

水が飛び出す水鉄砲の出来上がり！ 

柔らかなボトルの感触も楽しめます！ 

【ぷよぷよマット】 

布団圧縮袋に水を入れて、触ってぷよぷよ、寝転がってぷよぷよ… 

全身で感触を楽しめるぷよぷよマットの出来上がり！ 

※リボンやアルミホイルなどを入れても楽しいですよ！ 

お部屋の中でも楽しめる！ 
～水遊びのポイント～ 

☆水が冷たすぎないよう、お湯を足すか日光に当てておくようにしましょう。 

☆体が濡れていると体温が下がりやすいので、水面から出た時は水滴をしっかりとふきとりましょう。 

☆水遊び中の水分補給をわすれずに！ 

☆子どもは水深１０㎝でも溺れる危険性がありますので、目をはなさないでくださいね。 
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かえるが元気な季節になりました。絵本の中でかえるは人気者。   

かえるくんと一緒にお池の冒険に出かけましょう。 

（このコーナーは、市立図書館司書が担当しています） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対  象：外国にルーツを持つ子どもとその家族 

実施日時：毎月第 4土曜日 14:00～16:00（第 3土曜日になる場合あり） 

実施場所：国際・文化センター（阪急宝塚南口駅すぐ）他 

費  用：無料 

内  容：いろいろな悩みを相談したり、子育てに関する情報交換をしたりして、 

親も子も仲間を作ってリフレッシュしませんか？ 

初めて来る人でも、遊びを通して仲良くできるよう工夫しています。 

具体的な開催日時や場所等は、ホームページをご確認ください。 

問い合わせ先：宝塚市国際交流協会 TEL 0797-76-5917 

 

 

《ひょうたんとかえる》 
《いけのおと》 

西 條  八十／ 作・ 殿 内  真 帆／絵 

すずき出版 
松岡 達英／さく 福音館書店 

「ひょうたん ぼっくりこ」「かえるが げ

っこりこ」そのまま読んでいくだけで自然に

歌のようになってきます。昭和のはじめに

は、中山晋平の曲をつけたレコードも発売さ

れていましたが、その曲を知らなくても大丈

夫。おいけにおちたひょうたんと、      

それをみつけたかえるの、         

ゆかいな表情とともに           

言葉のリズムを              

楽しんでください。 

森の中の小さな池にすむ、あまがえるく

んの周りは、いろんな音があふれていま

す。雨の音、虫の羽音、おたまじゃくしの

泳ぐ音…。小さな生き物や植物が丁寧に描

かれているので、じっくりとみていくと、

いろんな発見があります。        

あまがえるくんと一緒に、       

絵の中の音に耳を           

すませてみましょう。 

なないろルーツ 

（あつまれ！外国にルーツを持つ子どもたち） 

 

主催：宝塚市・（特）宝塚市国際交流協会 

           

 

キュウリ、トマト、ナス、レタス、オクラなど夏に旬を迎える夏野菜には体にこもった熱を 

とるものが多いです。旬の野菜には旬の効能があります。積極的に食べましょう！ 

『なないろルーツ』 

ホームページ 
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※新型コロナウイルス感染拡大予防のため講座を中止することがあります。
HP等でご確認下さい。 

妊婦さんから概ね１５歳までの子どもを育てている方を対象に、子どもの発達（育ち）に添った関わり方を、 

講義や意見交換を通して学び、日々の子育てに活かせる講座を各地域で開催しています。 

夏から秋に予定している講座は、下記のとおりです。（いずれも参加費無料） 

❤手話通訳・要約筆記を希望される方は、開催日の 2週間前までに

各主催者へ来館または(FAX)でご連絡下さい ❤ 

 

 

 

 

 

 

   

          

 

  

講座名 内       容 対象者 
日程・会場  

（広報掲載月） 

主催・連絡先 

電話・（FAX） 

ちょっとスペシャルな 

妊婦さん講座 

助産師が、夏から秋の出産準備（衣類選びなど）や過ごし方に

ついてアドバイスします。 
妊婦 

7/27 

フレミラ宝塚（6月号） 子ども家庭支援ｾﾝﾀｰ 

85-3862(85-3886) 管理栄養士が、妊娠期から離乳食を見越した「食事・栄養」に

ついてアドバイスします。 

9/28 

フレミラ宝塚（8月号） 

“産前・産後” 

なるほど・ザ・カレッジ 

臨床心理士によるお話。「赤ちゃんはなぜ泣くの？」 

①温かい親子関係をつくるコツ 

②赤ちゃんの気持ち/ママの気持ち 

③産後のパパの役割、ママの役割        （2回連続講座） 

妊婦（パートナーと

の参加も歓迎） 

8/24・31 

フレミラ宝塚 

（7月号） 

子ども家庭支援ｾﾝﾀｰ 

85-3862(85-3886) 

新米ママの 

ふれあいタイム 

初めての子育てで困っていることはありませんか？ 

保健師・助産師・栄養士など専門家がアドバイスします。 

赤ちゃん体操も取り入れた和気あいあいとした講座です。 

「そろそろお友だちが欲しいな」という方にもおすすめです。 

                           （2回連続講座） 

 

※地域子育て支援センターすこやか（わかくさ保育所内）と 

  地域子育て支援センターすくすく（米谷保育所内）は、 

  3回連続講座です。 

第 1子で 

生後 3～ 

10か月児と 

保護者 

(初参加の人) 

7/4・11 

西公民館（6月号） 

子ども家庭支援ｾﾝﾀｰ 

85-3862(85-3886) 

7/7・14 

東公民館（6月号） 

中筋児童館 

80-4156(80-4175) 

9/7・14・21 

くらんど人権文化ｾﾝﾀｰ

及びわかくさ保育所 

（8月号） 

地域子育て 

支援センターすこやか 

73-1133(77-3096) 

9/14・21・28 

米谷保育所 

（8月号） 

地域子育て 

支援センターすくすく 

84-0063(81-2717) 

もぐもぐごっくんタイム 

離乳食で困っていることはありませんか？ママのお友達を作りまし

ょう。 

栄養士による離乳食初期、中期、後期から完了に向けてのアド

バイスや相談。保育士による親子遊び、ママ同士のフリートーク

タイムもあります。 

第 1子で 

生後 6～ 

11か月児と 

保護者 

7/25、8/1 

フレミラ宝塚 

（6月号） 

子ども家庭支援ｾﾝﾀｰ 

85-3862(85-3886) 

★１歳児きらきら 

子育て講座 

大学と共催の講座です。講話と参加者同士の意見交換を通し

て、心・ことばなどの発達について学び、１歳の子どもの理解を深

めましょう。                     （3回連続講座） 

第 1子で 

1歳児の保護者 

（初参加の人） 

8/31、9/7・14 

フレミラ宝塚 

（7月号） 

子ども家庭支援ｾﾝﾀｰ

85-3862(85-3886)  

 ★３歳児・４歳児 

子育て講座 

大学と共催の講座です。講話と参加者同士の意見交換を通し

て、3歳～4歳の子どもとの関わり方を考えましょう。 

（2回連続講座） 

（きょうだいの保育については要相談） 

3歳児・4歳児の 

保護者 

9/5・13 

フレミラ宝塚 

（7月号） 

子ども家庭支援ｾﾝﾀｰ 

85-3862(85-3886) 

★学齢期子育て 

パワーアップ 

講座・ミニ 

児童館職員によるワークショップ等を通し、参加者同士のグルー

プで、思春期前の子どもへのよりよい関わり方を考えましょう。   

（2回連続講座） 

4歳～小学生の 

保護者 

9/30、10/7 

野上児童館 

（9月号） 

野上児童館 

76-4501(76-4443) 

★思春期講座 

大学と共催の講座です。講話と参加者同士の意見交換を通し

て、思春期の子どもが何を考えているのかを学びましょう。 

（質問の時間もあります）             （2回連続講座） 

10～15歳児の 

保護者 

8/22・29 

フレミラ宝塚 

（7月号） 

子ども家庭支援ｾﾝﾀｰ 

85-3862(85-3886) 

楽しく遊ぼう会 

年齢別親子遊びの会（各 1回） 

手遊び、わらべうた、リズム遊びなどで、親子の

スキンシップを深め、みんなで楽しみましょう。 

未就園児 

（①②1歳～1歳半未満 

③1歳半～2歳未満 

④2歳以上）と保護者 

①10/3  10時～10時 30分 

②10/3  11時～11時 30分 

③10/5   10時～10時 45分 

④10/6  10時～11時 

フレミラ宝塚（8月号） 

子ども家庭支援ｾﾝﾀｰ 

85-3862(85-3886) 

 ★の講座には、 

一時保育があります 

 

4 

『地域に発信する 
子ども家庭支援センター 
のプログラム』 
 (市外局番は、０７９７です) 

申し込み日時は、 

広報掲載月で 

ご確認ください。 


