
今年度６月に理事が改選されました。

2014201420142014年年年年 9999月発行月発行月発行月発行

第第第第21212121号号号号

支援の輪

古川 和子

昨年、ゆめきゃんぱ

す発足１０年というこ

とで盛大にイベントが

実施されました。

私もゆめきゃんぱすに

お世話になって今年が

１０年目。改めて自分は何ができただろうかと振

り返る。子育て広場でたくさんの子供達・お母さ

安心して子育てできる環境づくりを！

髙澤 誠一

子育て支援に実績のある

「ゆめきゃんぱす」の

活動に、理事として関わ

らせていただくことにな

りました。微力ではあり

ますが、妙高市を担う未来ある子供たちのために、

これからは子育て支援も含め活動を続けていきたい
今年度６月に理事が改選されました。

代表理事の変更

理事退任２名、新任２名で、現在理事総数は10名となりました。

退任理事、新任理事から一言ご挨拶させていただきます。

【理事名】

代 表：児玉 久美子 小島 ユリ子 鹿住 正子

相談役：阿部 知英子 清水 昌子 髙澤 誠一

副代表：三国 宣子 田中 礼子

副代表：古川 和子 永井 綾子

り返る。子育て広場でたくさんの子供達・お母さ

ん・おばあちゃん達と接し私自身がたくさんの財

産を得た気がします。

子育て支援ニーズも年々多様化し期待も膨らみ

大変になってきています。これらのたくさんの課

題にス ッフ一丸となり明るく笑顔の輪が広がる

妙高市にと願っています。

と思っていますので、よろしくお願いします。

市報によると、妙高市は「住みよさランキング」

で県内１位とのことです。子育てと仕事を両立でき

る環境は、住みやすさの重要な要素になります。さ

らに魅力ある妙高市を目指し、少子化に歯止めをか

けるためには安心して子育てできる環境づくりが必

要です。まさに「ゆめきゃんぱす」は、その一端を

担っています。

退任にあたって

築田 重美

子育て家庭への理解者

児玉 久美子

今年、設立１１年目を迎えたゆめきゃんぱすの代表を務めることになりました。

育児サークルの代表をしていた事がきっかけでゆめきゃんぱすの設立に関わり、

副代表理事として、前代表の阿部さんの背中を見てきました。

設立当時、娘は2歳で・・・私自身の子育ても「ゆめきゃんぱす」に助けてもらい、

子供が大きくなった今、これまでの恩返しをしていきたいと思い代表を引き受

けました。まだまだ未熟者で不安だらけですが、皆様の助けを借りながら全力投球

したいと思います。

これから、子育て支援は、介護・医療・年金と同じ社会保障として支援が受けられるようになります。

今回の消費税増税の財源がこれらの社会保障にあてられるとの事です。都会と違った子育て支援のニーズ

が、市町村単位で制度を決めれるという「子ども子育て新制度」に期待し、ゆめきゃんぱすもしっかり入り込ん

退任にあたって

田地野 勝子

「ちょっと来て」阿部先輩から電話で関わること

になった「ゆめきゃんぱす」あれから１０年が過ぎ、

昨年盛大に記念事業も終えることが出来ました。そ

の間、大勢の皆様のご理解、ご協力をいただきまし

た事を深く感謝いたします。私自身はどれだけ力添

えできたのかと反省するばかりです。

増々パワーアップした新体制の下、子育てサポー

ト事業の充実、拡大を願って、これからも側面から

応援し続けたいと思います。長い間ありがとうござ

いました。

９年前の春、妙高高原に親子のひろばが開設さ

れました。３月で退職しておりましたのでお手伝

いをすることになり、勤めていた頃とは違った形

で親子とふれあうことが出来ました。

ひろばでは、子供達を孫のような気持ちでみて

しまい、かわいかったです。お母さん達は、娘の

ような感じでいろいろ話を聞かせてもらい感心し

たり、チョットおせっかいをやいたりで、私も学

ばせてもらいました。その後、理事になりお手伝

いをさせていただきましたが、今回退任すること

になりました。

妙高市が子育てしやすい市になりますように、

ゆめきゃんぱすがますますご活躍することを祈っ

ています。
でいきたいと思います。そして、子育て支援の環境を整えると同時に、地域の中に親子のよき理解者が増える

ように子育て家庭の現状をこれからも伝えていきたいと思います。

大きなありがとうを！

阿部 知英子

アンパンマンの物語りは敵役のばいきんまんが魅力的だ。バイキン星から

やってきたこの悪者。いつも、アンパンマンにやっつけられているのに、

懲りなくイ ズラを繰り返しては泣きべそをかく・・・。

子どもに受けるのは穏やかな闘争。善と悪とに分かれているからだろう。

十周年記念にアンパンマンショーを成功させ、多くの子どもに夢をプレゼント。

心に残る10年間の締めくくりとして私にも贈り物となった。

ています。

「心 通う介護」を

「カタチ」にしています

妙高市柳井田町4丁目12番14号

TEL FAX 0255-70-5566

リトミックピアノ

《《《《ティアラティアラティアラティアラ》》》》

レッスンや体験レッスン 下記に

ご連絡ください

丸山丸山丸山丸山 さちこさちこさちこさちこ

心に残る10年間の締めくくりとして私にも贈り物となった。

皆様に支えてもらい無事卒業！

感謝でいっぱい。もしSOSがでたら、アンパンマンのように助けに行けたらいいな。



うさぎさんとネコさんのちょっと教えて

【【【【家庭家庭家庭家庭でのでのでのでの孫孫孫孫育育育育てってどうすればいいてってどうすればいいてってどうすればいいてってどうすればいい？？？？】】】】

国立社会保障・人口問題 究所の調査によると祖父母から子育ての援助をしてもらう家庭が

５０％以上という結果が出ています。お互い大切な子供の為に何ができるかな？

助産師の清水さんに孫育てで注意したらよいことはないか？お話を聞いてみました。

Q 抱っこをしていると抱き癖がつくと言い

ますが、抱っこしては駄目ですか？
Q 果汁はあたえなくてい

いの？

Q お風呂あがりの湯冷ましは必

要？

・心が育つ

・いろいろな人とのかかわりができる

・いろいろな体験ができる

子どものハッピー

祖父母の役割は、親への第一歩を踏み出したパパ・ママをサポートすること。

そして、孫を見守り、孫の心のオアシスになることです。

赤ちゃんは、パパ・ママ・祖父母をつなぐ「トリプルハッピー」の使者です。

ご家庭で家族みんなの心がつながる子育てを楽しみましょう。

子育ての主役はパパ・ママ。祖父母はサポーター

Q 抱っこをしていると抱き癖がつくと言い

ますが、抱っこしては駄目ですか？

A 赤ちゃんにとって、抱っこは心の栄養です。

どんどん抱っこしてあげましょう。泣いている

赤ちゃんも抱っこされると安心して泣き止み

ます。抱っこは赤ちゃんとまわりの人が信頼

関係を築く第一歩です。

Q 果汁はあたえなくてい

いの？

A 果汁はいりません。甘い

味は赤ちゃんは大好き！離

乳食が始まってから果物で

与えます。

Q お風呂あがりの湯冷ましは必

要？

A 赤ちゃんは母乳やミルクから水

分をとっているので母乳などを十

分に飲んでいれば湯冷ましなどの

水分はあまり必要ありません。

子供が関わる大変痛ましい事件が連日報道されています。子供達の命がかけがえのない命が危険にさらされて

います。これには、様々な要因があるのでしょう。

私は、そのひとつに子供同士のコミュニケーションの問題「言葉」の貧困があるのではないのかと考えています。

人間は言葉を話せる動物です。自分や世界を理解し、他の人を理解していくのにも「言葉」を使います。

「言葉」を豊かにしましょう。

「言葉」を使って、あなたの大切な人達に気持ちを伝えましょう。

それが出来ない人へ

・子育て、生活のサポータを得られる

・相談相手、ストレス解消

・子どもを預けてリフレッシュする機会

が増える

・親への感謝の気持ちが芽生える

パパ・ママのハッピー

・いろいろな人とのかかわりができる

・いろいろな体験ができる

・親以外に、守ってくれる人ができる

・弱者をいたわる気持ちが芽生える

・食の幅が広がる

・一人旅などの終着点にできる

・いつまでも、若くいられる

・生き甲斐がもてる

・運動不足解消

・食の幅が広がる

・おしゃれになる

・暮らしにメリハリができる

祖父母のハッピー

それが出来ない人へ

少し前に起きた東日本大震災後に テレビ等によく流れていた詩を思い出してください。

抱きしめるという会話（公共広告機構）

子どもの頃に

抱きしめられた記憶は

ひとのこころの奥のほうの

大切な場所にずっと残っていく。

そうして、その記憶は

優しさや思いやりの大切さを教えてくれたり

ひとりぼっちじゃないんだって思わせてくれたり

そこから先へは行っちゃいけないよって止めてくれたり

死んじゃいたいくらい切ないときに支えられたりする。

子どもをもっと抱きしめてあげてください。

パパ・ママの中には、小さな子どもとふれあった経験がないので、子どもに どう語りかけたり、あやしたらいい

のかわからない人もいます。祖父母世代の 皆さんは、子守歌、わらべ歌、手遊び歌などスキンシップや語りかけが

いっぱいの昔ながらの日本の子育てが得意です。

子育ての先輩として、パパ・ママを 応援しましょう。 社団法人日本助産師会「おまごBOOK」より

ママの本音も聞いてみました！ 祖父母の行動で困ることベスト３

１位 お菓子を勝手にあげる（事前にあげていいお菓子を聞くと良いですよ）

２位 生まれる子どもが男の子だの女の子だの・・・第２子はいつだ、次こそは男の子など・・・
子どもをもっと抱きしめてあげてください。

ちっちゃなこころは、いつも手をのばしています。

あなたの大切な人に、あなたの気持ちを是非、伝えてください。

助産師 清水 圭子

清水 圭子助産師プロフィール

病院での勤務を経て、H16年から開業助産師として、親子のケアにあたる。

ゆめきゃんぱすを賛助してくれる清水さんは、中央子育て広場でおしゃべりん場（０歳児親子の

おしゃべり広場）の第１月曜日午後・第４月曜日の午後のベビーマッサージにも来ていただいて

NPO、地域団体のHPのサポートおよび、地域活動で妙高を支えます！

ご相談・お問い合わせは

ねおかんぱーにゅ南部

・母乳・育児相談

・思春期・更年期相談

助産師助産師助産師助産師

二葉楽器二葉楽器二葉楽器二葉楽器 ＴＥＬ 0120-345-218
新井センター

バロー上越センター

妙高駅前センター

関山教室

（コウノトリさんのご機嫌におまかせしましょう）

３位 ご飯の口移し（これはママもパパもダメですよ～～）

います。

H26年度は、幼稚園・保育園に出向き、「孫育て講座」を開いています。 （0255-75-3941)村越

または「サイコー会議」で検索
清水圭子清水圭子清水圭子清水圭子



【子育て広場子育て広場子育て広場子育て広場 緑の中の子育て広場緑の中の子育て広場緑の中の子育て広場緑の中の子育て広場】】】】

５月２０日 経塚山公園を子供の歩く速さで散歩し、子供の目線で見

える物を拾ったり、段ボールで遊んだりしました。５月にしては、暑い

１日でしたがたくさんの親子で遊べて楽しかったね。アウトドア専門学

校の多田先生からウルシの木や虫についても教えてもらいました。

８月８日 妙高高原スポーツ公園での水遊びは、雨の為に中止になり

ました次回は１０月15日（水）の妙高ふれあいパークです。

今年の秋は、パパと一緒に秋の夜空を眺めてみませんか！！

星の観察と言えば望遠鏡が必要のように思いますが、

最近はスマホの星座表アプリがあり望遠鏡がなくても肉眼で明るい星は

よくわかり十分楽しめるようになりました。

【見どころ】

☆今年は金星としし座のレグルス、火星とさそり座のアンタレスが接近します。9月20日頃、夕暮れに南西の方向

に明るく輝く火星を見つけると、わかりやすいです。この時に、星座表アプリをかざすとよりわかりやすいです。

ました次回は１０月15日（水）の妙高ふれあいパークです。

【【【【婚活支援事業婚活支援事業婚活支援事業婚活支援事業】】】】

今年度は、妙高サンシャインランドにて

開催！ 24人定員の所、応募者多数で定員

を増やして開催しました。

【【【【おもちゃ病院おもちゃ病院おもちゃ病院おもちゃ病院】】】】

毎月第３水曜日 9:30～

16：00（中央子育て広場）

当日に来られない方は、いき

いきプラザ３Fの社会福祉協

議会で壊れたおもちゃを預

かってくれますよ。
新企画！！新企画！！新企画！！新企画！！【【【【わ～いわ～い夏休み！！チャレンジ祭りわ～いわ～い夏休み！！チャレンジ祭りわ～いわ～い夏休み！！チャレンジ祭りわ～いわ～い夏休み！！チャレンジ祭り】】】】

昨年、行っていた「わいわい運動会」を一新し、ニュースポー

☆今年は金星としし座のレグルス、火星とさそり座のアンタレスが接近します。9月20日頃、夕暮れに南西の方向

に明るく輝く火星を見つけると、わかりやすいです。この時に、星座表アプリをかざすとよりわかりやすいです。

☆月が惑星やアンタレスに接近します。

日の入り後の南西の低空に火星と土星が見えています。火星の近くには、さそり座の1等星アンタレスも見えま

す。9月27日から30日にかけては、上弦前の月が火星や土星・アンタレスの近くを通り過ぎていきます。

月は、28日に土星、29日、30日には火星とアンタレスに近づきます。

月が、惑星や星座の星々に対して、日々位置を変えていくようすを観察してみましょう。

なお、28日の昼間には、沖縄の一部を除く日本全国で、土星が月に隠される「土星食」が起こります。

☆10月8日 （水）に 皆既月食が見られます。

2014年は特に珍しい現象はありませんが、見やすい皆既月食が起こります。皆既月食は、18時すぎから21時

半ころまでで、たいへん見やすい時間に見られます。

☆少し先の話になってしまいますが・・・・

12月中旬にふたご座流星群が見られます。昨年、行っていた「わいわい運動会」を一新し、ニュースポー

ツやス ッフが考えたゲームをグループでクリアするという

チャレンジ祭りを開催しました。万歩計をつけて競たっり、新

聞紙を時間内に長く破ったり、スリッパやディスクをとばして

得点を競ったり、スカットボールと言うゴルフみたいなスポー

ツをしたりしました。人間カーリングというゲームは台車の上

に乗って、もう１人が力を加減しながら押すと言うルール。歓

声が絶えませんでした。子育て広場の親子は、魚釣り・ボーリ

ング・シャボン玉で遊びました。

12月中旬にふたご座流星群が見られます。

月明かりが視野に入らないようにして眺めてみませんか！

くれぐれも寒さ対策をお忘れなく！！

新井小学校の特別支援学級の就学児童の増加により、教室が不足します。

現在の児童クラブの場所が教室になるため、児童クラブはふれあい会館２Fに移動することになりました。

現在、ふれあい会館２Fで開設しているひばり園は、旧第２保育園に移動します。

7月15日にふれあい放課後児童クラブにて説明会を行いました。

説明会では、移転を決定してからの報告に残念だ。安全面で心配。という声があがりましたが、

安全面や対応をしっかりし、指導員数も増やせるように市にお願いしています。

上越地区初のプログラム開催！！上越地区初のプログラム開催！！上越地区初のプログラム開催！！上越地区初のプログラム開催！！【【【【親子絆づくりプログラム親子絆づくりプログラム親子絆づくりプログラム親子絆づくりプログラム BPBPBPBPプログラムプログラムプログラムプログラム】】】】

初めて赤ちゃんを育てるママへ初めて赤ちゃんを育てるママへ初めて赤ちゃんを育てるママへ初めて赤ちゃんを育てるママへ 「仲間づくり」「育児の学び」「親子の絆づくり」「仲間づくり」「育児の学び」「親子の絆づくり」「仲間づくり」「育児の学び」「親子の絆づくり」「仲間づくり」「育児の学び」「親子の絆づくり」

初めての赤ちゃんを育てているママのための仲間づくり、育児の学び、親子の絆づくりのためのプログラムで

す。親子一緒にふれあいながら、他の赤ちゃんと関わったり、話をしたり、ＤＶＤやテキストを見て学んだり交流や相

談もできます。

対 象 ： 平成２６年５月生まれ ～ ８月生まれの子育て中の母親で、子育てが初めてのかた

日 程 ： 毎週１回 １０時～１２時

第１回 １０月２日（木） 第２回 １０月９日（木） 第３回 １０月１６日（木） 第４回 １０月２３日（木）

会 場 ： 勤労者 修センター２F（妙高市ふれあい会館の隣り）

安全面や対応をしっかりし、指導員数も増やせるように市にお願いしています。

公共施設を使うことで道徳心も身につくいい機会という声も保護者の中からでました。

ふれあい会館２Fは、４部屋使え ・ ・ ・ 学習室も用意が出来そうです。

予定では12月中に引っ越す予定です。

ゆめきゃんぱす事務局ゆめきゃんぱす事務局ゆめきゃんぱす事務局ゆめきゃんぱす事務局
（子ども家庭支援セン ー内）

〒944-0045

新潟県妙高市中町4-16

いきいきプラザ３F

TEL ０２５５‐７０‐６５１１ FAX ０２５５‐７０‐６５１８

賛助会員募集賛助会員募集賛助会員募集賛助会員募集

個人会員（1口/2,000円）

企業会員様(１口/10,000円／年）

ゆめきゃんぱす通信・HPに広告を

載せさていただきます。

子育て広場などでのDMの配布など会 場 ： 勤労者 修センター２F（妙高市ふれあい会館の隣り）

参加費 ： 無料 ただし、テキスト代として ８６４円（８００円＋消費税）
託 児 ： お子様と一緒に参加していただく講座のため、託児はありません

MAIL ： ｙｕｍｅ2004＠ｖａｌｌｅｙ．ｎｅ．ｊｐ

http://yumecan.com

子育て広場などでのDMの配布など

協力させていただきます。

詳しいお問い合わせは


