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【だれでも先生】

デコパージュ石鹸作り・キャラ

メルクリーム作り・ちぎり絵をし

ました。子どもを預かってもらい、

自分の時間が持てリフレッシュ

できると好評です。

今後は、オーガニッククッキー・

ベビートーク・フラワーアレンジ

メントの予定です。
【サポーター養成講座】

全７回コース、合計３２８人が参加し２９
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ゆめきゃんぱすは８月２５日、児童クラブ・子育

て広場のスタッフ・理事など１３名が【市長と気軽

「市長と気軽に妙高トーク」とは、

市の政策を理解してもらい、納得してもらうことを目的に実

施するものです。会場では、市長が30分ほど市政に関する

お話をした後、集まった皆さんと意見交換を行います。

意見交換は、特にテーマを設けず話し合いを行うことから、

日ごろから思っていること、困っていること、市への要望な

どを市長と直接、気軽に話ができることが特徴です。

【だれでも先生】

デコパージュ石鹸作り・キャラ

メルクリーム作り・ちぎり絵をし

ました。子どもを預かってもらい、

自分の時間が持てリフレッシュ

できると好評です。

今後は、オーガニッククッキー・

ベビートーク・フラワーアレンジ

メントの予定です。

【あんしん！あんぜん！

お家ごはん】

今年も多くの参加者があって大変嬉

しいです。新しいメニューを考えたり、

郷土料理を継承出来るようにな企画

を考え実習します。人気の米粉料理も

計画中です。講座によっては、単発の

参加も出来ますので興味のある方は

ご連絡ください。

【サポーター養成講座】

全７回コース、合計３２８人が参加し２９

名が７回すべてを受講！修了証を手にし

ました。濁川教育長さんから修了証を一

人一人に手渡していただき、修了者から

はサポータとして活動していただきます。

【わいわい運動会 in ゆめきゃんぱす】
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て広場のスタッフ・理事など１３名が【市長と気軽

に妙高トーク】に参加しました。

市長さん自身の子育ての話も聞かせていただ

き、市長さんを身近に感じました。

私たちは、ゆめきゃんぱすの想いやこれからの

事業展開についてお話させていただき、市長さ

んから激励の言葉を頂きました。

お忙しい公務の中、１時間半もの時間を共有し

とても有意義な時間となりました。

「市長と気軽に妙高トーク」とは、
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どを市長と直接、気軽に話ができることが特徴です。
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【街祭にて！なりきり子ども店長】

９月１１日、街全体が職業体験ブースに変身！ゆめきゃんぱすは、

保育士体験ブースとくじ引き屋体験ブースを出したくさんの子ども

がお仕事をしました。

くじ引き屋店主の声

【恥ずかしがることもなく、躊躇することもなく堂々と仕事をしている

姿に感動しました。子どもの力はすごい！と思いました。】

保育士体験児童の声
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名が７回すべてを受講！修了証を手にし

ました。濁川教育長さんから修了証を一

人一人に手渡していただき、修了者から

はサポータとして活動していただきます。

【わいわい運動会 in ゆめきゃんぱす】

児童クラブの小学生と子育て広場のちびっ子の大交流会！

総勢２７５名でミニ運動会をしました。じゃんけん列車では、小

学生とちびっこ親子とが一緒になり長い列を作りました。

【ママ～ず体操】

４月から始まったママ～ず体操は、９月

から毎週木曜日１１時に行います。育児も

家事も前かがみが多いので肩がこりやす

くなります。広場のスタッフと一緒に軽快

な音楽に合わせて体操しましょう。
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虐待予防の観点からも注目されているカナダ生まれの子育て中の親支援プログラム虐待予防の観点からも注目されているカナダ生まれの子育て中の親支援プログラム虐待予防の観点からも注目されているカナダ生まれの子育て中の親支援プログラム虐待予防の観点からも注目されているカナダ生まれの子育て中の親支援プログラム

メッセージ プログラムがプログラムがプログラムがプログラムが妙高妙高妙高妙高であります。であります。であります。であります。

完璧な親や完璧な子どもなど、存在しないのです。

ですから大事なのは、可能なかぎりベストをつくすことです。そして必要なときには、まわりから助けを借りることです。

（ノーバディーズ・パーフェクトより）

【回 数】 １回２時間、週１日のペースで６回連続 【人 数】一グループ10人前後 【参加費】無料 【託児有】

スタッフは｢講師｣ではなく､｢ファシリテーター｣がメンバーの話し合いを促進する役割をとります。そのグループの話し

合いの中から自らの気づきや自分にあった育児の方法を学びます。このプログラムを受けた方は【自己評価が高くな

る】【育児不安が減少する】【抑うつ感が減少する】と効果があります。

【にしき放課後児童クラブの夏休み】

共同募金助成金を受け、夏休みに外出支援

ボランティアさんに来てもらい水族館やプール

に出かけました。バスに乗ってもイルカショーを

見ても笑顔、笑顔の児童でした。

【街祭にて！なりきり子ども店長】
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保育士体験児童の声

【声をかける時には緊張したけれど、すぐに遊ぶことが出来て良

かったです。小さい子には、自分も小さくなって話しかけました。】

【だれでも先生】
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メルクリーム作り・ちぎり絵をし

ました。子どもを預かってもらい、

自分の時間が持てリフレッシュ

できると好評です。

今後は、オーガニッククッキー・

ベビートーク・フラワーアレンジ

メントの予定です。

【あんしん！あんぜん！

お家ごはん】

今年も多くの参加者があって大変嬉

しいです。新しいメニューを考えたり、

郷土料理を継承出来るようにな企画

を考え実習します。人気の米粉料理も

計画中です。講座によっては、単発の

参加も出来ますので興味のある方は

ご連絡ください。

【サポーター養成講座】

全７回コース、合計３２８人が参加し２９

名が７回すべてを受講！修了証を手にし

ました。濁川教育長さんから修了証を一

人一人に手渡していただき、修了者から

はサポータとして活動していただきます。

【わいわい運動会 in ゆめきゃんぱす】

児童クラブの小学生と子育て広場のちびっ子の大交流会！

総勢２７５名でミニ運動会をしました。じゃんけん列車では、小

学生とちびっこ親子とが一緒になり長い列を作りました。

【にいがた出会いサポート事業】

トキめきHEART ｅ感じ大作戦inみょうこうが８月２２日笹ヶ峰高原で行いました。【エコと恋。】をテーマに
ケーキを作ったり、エコキャンドルを作ったりしながら、楽しい時間を過ごし、8組のカップルが出来ました。

【ママ～ず体操】

４月から始まったママ～ず体操は、９月

から毎週木曜日１１時に行います。育児も

家事も前かがみが多いので肩がこりやす

くなります。広場のスタッフと一緒に軽快

な音楽に合わせて体操しましょう。

肩まわりがフ～と楽になりますよ。
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