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 出会い・結婚・妊娠・出産・子育ての各ライフステージの支援団体が「出会い～子育てつながり事業

実行委員会」を立ち上げ活動を始めました。それぞれのライフステージで活動している団体がの顔

が見え、連携をとれる関係性を作ることで若者から子育て世代まで当事者が、ライフワークに見通し

がつき、不安が減ることによりこの妙高市で安心して結婚・子どもを産み育てることができるように

なって欲しいと願っています。 

 

事務局を NPO法人 ゆめきゃんぱす内に置き活動しています。 

 

【実行員会メンバー】 

 

〇妙高出会いサポート実行委員会 

〇上越助産師会 

〇育児サークル  

 ・ピタゴラキッズ 

 ・わいわいクラブ 

 ・天使のほえみ 
〇ときわ保育園 

〇妙高市保育園・こども園 
〇ゆめきゃんぱす 
〇商工会議所青年部 
 
オブザーバーとして  
〇妙高市教育委員会 
〇妙高市総務課 
〇妙高市健康保険課 

 初年度は、各団体を知り合う。地域に啓発活動を行

う事業を中心に行ってきました。 

各団体の課題に共通点がたくさん見つかりました！ 

啓発活動として  
【出会い～つながり応援フェア】を開催 

   来場延べ人数 ４００人 
   ブース出店団体数 １９団体 

 

【子育て広場の 季節行事】 
 

 【クリスマス会】 

 各広場で保育園児と一緒にしたり、健康クラブのおじいちゃん・おば
あちゃんと一緒に行いました。 
中央子育て広場では、トナカイとサンタの寸劇でサンタさん「寒くても
家の中にとじ込まらず、健康クラブや子育て広場にでかけるんだよ。」
とメッセージありの大笑いのクリスマス会でした。 

 
 【豆まき】 
 各広場、親子で豆まきをしました。妙高高原子育て広場では、
親子製作で鬼のお面をつくりアルミホイルを丸めた「豆」を使っ
て、部屋の中や心の中の悪い鬼をやっつけました。こども園から
福の神があいさつに来てくれて、ほっこり楽しく過ごすことがで
きました。 
 
 【雪遊びによっといで】 

 小雪で開催できるか心配しましたが、ない雪なりに小さい子どもも
歩きやすく、お天気にも恵まれて総勢７７名の参加で楽しく開催で来ま

した。今回から的あてゲームも取り入れ、雪玉をなげておやつをゲット

しました。 

 【児童クラブ連絡協議会】 

 市内には、５団体が運営する児童クラブが８か所あります。その
メンバーで集まり、放課後児童支援員認定資格の研修について行政

から説明を受けました。その他、一時預かりについてや申し込み用

紙の書式内容についてなどの意見交換会を行いました。 
 

【BPプログラム】 

  10月７・１４・２１・２８日の４日間。２月24・3月

２・9・16日の４日間と２回、開催しました。ＢＰ

プログラムは和訳で赤ちゃんが来た！とい

う講座。（NPプログラムの赤ちゃん版）初子

で２ヶ月から５ヶ月の赤ちゃんを育てている

ママが対象です。赤ちゃんの抱っこの仕方

やスキンシップも含めおしゃべりを中心に過

ごします。講座が終わった今も交流を深め

ています。 

参加者の環境が似ているので仲良くなりや

すいのでしょうね。 

【ファミ・サポ講習会】 
 

  ３月１４日けいなん総合病院小児科小川直子先生を

お招きし座談会を開催しました。 
参加のママたちは、０歳児の親子を中心。お膝に赤
ちゃんを抱っこしたり、わきで寝かせたりして先生のお
話を聞きました。その後、質問タイムを30分ほど設け
ました。この質問タイムではたくさんの質問が出てい
ました。先生の話で印象に残ったのは「熱はおともだ
ち、熱を1回も出さないで育つこどもはいません」「親
が病院に連れてこれない場合は経過のメモでも良い
ので連れてくる人に持たせて 
もらえると診断が 
しやすい」でした。 
参加のママからは 
思いきって来て 
良かったとの 
感想が聞かれました。 

【おもちゃ病院】 

 毎月第３水曜日  9:30～16:00 中央子育て広場（いき

いきプラザ３F）おもちゃドクターが無料でおもちゃを修理し

てくれています。（部品交換がある場合は、実費がかかりま

す。）診断書も書いてくれて、その日に治らなければ入院に

なります。 

【婚活支援事業】 

 毎年１回、婚活イベントを行います。ゆめきゃんぱすのイベントは
再婚を希望する方を対象に行っています。シングルで頑張ってい

るママ同士が友達になったりもしています。３月１２日には、結婚支

援者セミナーが妙高市で開催され、独身者の背中をそっと押して

くれる支援者が集いました。 



チョコレート・・・上の子は３歳まで絶対あげなかったけど下の子は、もう１歳半で食べちゃった。

みんなが食べてるので・・・・

おもち　・・・　保育園のもちつきで食べたのが初めて！

　３歳の時にしゃぶしゃぶ用の薄いお持ちを小さくしてあげたよ。

　おもちを食べる時は目を離さないようにしているよ。

キムチ　・・・　これは、早い人は早いしあげていない人は中学生になってもあげてない・・・

ファーストフード・・・自分のを食べれそうなところをちぎってあげたのは、２歳ころかな～。

生寿司　・・　・２歳半過ぎてたし、親戚で集まった時にあげてみました。

炭酸飲料　・・・　欲しがった時に飲ませたけど嫌がってそれからは飲まないよ。

あめ　・・・　まずは、棒付のあめからあげてみた。

ガム　・・・　飴はあげてもガムはあげてないな・・・飲み込まずに出すことが出来るようになってからかな。

たこ、いか・・・２歳であげたけど、噛むだけで呑み込めず出しました・・・。

カフェイン入りのお茶(玄米茶など）・・・・あげてない、興奮して寝ないと困るし・・・

そば　・・・　アレルギーが怖い！って感じがあります。２歳ですがまだ食べていません。

（食品的には１歳からＯＫです）

インスタントラーメン　・・・　インスタントというよりラーメンですが、味を薄めて１歳すぎからあげてます。

ピーナツ　・・・　食べちゃいけないって、知らなかった～～（＞＜）

激辛お菓子　・・・　あげたくないから子どもの前では食べないです！

  うさぎさんとネコさんのちょっと教えて  
 

  【この食べ物、いつ食べさせる？】 

離乳食も完了し、ホットしたのもつかのも・・・ 

食べさせていいのかわからない食べ物がどんどん出てきちゃう（＞＜） 
食べさせたくないけど、食べたがった時とか、どうしよう・・・ 

 

子どもの食べ物は、まだまだ気をつけないといけないね。 

子どもに好ましくないとわかっていても、食べさせちゃう時や 
食べるきっかけになったのはどういう時だろう・・・ 

ママたちに、どういうきっかけで食べ始めたか聞いてみよう！ 

                   
            話を聞くと、２歳半～３歳ごろになったら・・・ってママが多いですね。 

            そして、広場とかで先輩ママの話を聞いて参考にする！ってママも 

            いました。 

            行事や親せきの集まりで、まわりが食べていて食べたがったから・・・ 

            という理由も多くあったね。 

            ２歳半～３歳ごろって「よく噛んでね」とか話をして少しづつ理解できる 

            頃かもしれないですね。 

保育園のおやつで出るから、もう食べていいんだ～と思う事が多かったと言うママもいました。 

あんまり、何でもダメダメ！って言うと隠れて食べるようになるんでは？という心配の声も聞こえ

てきたよ！ 

親として気をつけなきゃいけないものっていくつかあるね。 

いつから食べるか、目安にしてね。 

アレルギーと誤飲の心配があるものは、特に気を付けようね。 

 

 

生卵   
 ・アレルギーがなくても食中毒の危険があるので３歳過ぎてから 

はちみつ 
・ボツリヌス菌による「乳児ボツリヌス症」という病気を引き起こす可能性があるので１歳す

ぎてから 

牛乳 
・ミルクの代わりには１歳すぎてから加熱して離乳食に使う程度なら８カ月以降。 

ナッツ類 

・不意に気道に吸い込まれて、気道が完全にふさがれると、窒息事故が発生するので３歳

すぎてから 

生魚・いくら 
・アレルギーや雑菌、寄生虫の恐れがあるので３歳すぎてから 

餅類 
・小さく切っても粘り気はかわらないので３歳ごろまで気を付けて！ 
こんにゃくゼりー 
・食べやすそうですが、モチモチしていてのどに詰まりやすいです。スプーンを使って食べ
るようにしよう。 

 

子どもの食事は、誤飲とアレルギーを考えることが大切です。 

生ものは細菌感染の恐れがあるので、小さい子には控えたほうが良いです。 

まずは加熱したものを食べさせてくださいね。 

 

 ・火を通したもの 

 ・飲み込みやすいもの 

 ・アレルギーのないもの 

 ・刺激にならないもの 

 ・油が多くない物を心がけましょう。 

 

子どもが大人と同じ胃の機能が出来るのは７歳ごろと言われています。 

ご家庭の判断にもよりますが、3歳頃の幼児食から少しづつ食事に取り入れて様子を見る

ことがオススメです。 

あまり神経質になりすぎず・・・気を付けてあげてましょう。 
 

 
 



ゆめきゃんぱすの活動に、ご理解・ご協力いただき、誠にありがとうございます。
順不同　敬称略

ゆめきゃんぱす事務局 
 

       （子ども家庭支援センター内） 

            〒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 

  MAIL ： ｙｕｍｅ2004＠ｖａｌｌｅｙ．ｎｅ．ｊｐ 

 http://yumecan.com 

富田 久代   田上 早苗   丸山 瑞穂   小嶋 直美   石田 洋子   濁川 明男    
関  栄朗   阿部 光洋   村井 友明   江口 克也   関 俊貴    岩銅 健治    
阿部知英子   高橋真由美   篠宮 直美   馬場慎太郎   山口 悟子   舟見 由衣 

東條奈津子   酒井 文子   飯塚 尊子   横山アケミ   丸山 尚子   丸山留美子 
鹿住 正子   堀川 香奈   白石 伸子   小林 真弓   鈴木 寛    岡田 満代     
大野キミ子   小松美智子   井田 邦子      山川 高士   丸山 早苗   後藤こずえ     

上田かおり   相葉 明美   早津 智弘   小島ユリ子    杉本 孝之   松原 久子    
三国 宣子   長籐 洋子     久保田哲夫    鈴木 知美   岡田 真理   増田 敦子 

吉尾 明美   内田 榮子   小林 英彦   宮崎 裕子   和久井美幸   霜鳥 玉恵   
大塚 一枝   丸山あゆみ   西條 保    望月 昭廣   遠藤 郁生   柴田 潤一  
葭原 利昌   小林 弘子   岩崎 厚子   郷戸 若菜   笹川富士子   長尾こずえ         

小川 優子   松橋 守    児玉久美子   大久保裕美   小島 貴子   山田 郁子    
永井 綾子    吉越 清子   池田 華    山川 真弓   山本 慎二   水野 久子      

岩崎 陽子    田中 育子      岡田 好美   池田 潤    宮川 尚史   飯塚さとみ   
見波 淑江   石曽根共美      尾崎 正子   小島 恵子   清水 昌子   木下 美保    
倉俣 悦子   岡本ケイ子   牛木 良子   田中 礼子   岡本 幸子   羽鳥 靖子    

古川 和子   高澤 誠一   大野 幸雄   遠藤 和英   西條 晴美   長野 芳栄 
霜鳥 一貴   吉川 俊輝   築田 優子   岡田美佐樹   小野 未絵   三浦 富美    
田中 郁子   樗澤 雅美   松岡 由三   長谷川賢治   寺島 武司   金子 浩之      

俵 小恵    
  

 
ベストプランナーズ   ＫＵＲＵＣＯ    一般社団法人新潟アウトドア企画      二葉楽器         
助産師 清水圭子       地域再生サイコー会議      リトミックピアノ ティアラ     
家’S ハセガワ      新井有線放送農業協同組合 

      
   レッスンや体験レッスンは下記に 

                ご連絡ください 

 リトミックピアノ  

    《ティアラ》 
        （TEL 090-4734-1559） 

    

 

 

 

 

 

 

       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        

NPO、地域団体のホームページのサポートおよび、 
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 
（0255-75-3941)村越  

または「サイコー会議」で検索 

・母乳・育児相談 
・思春期・更年期相談 
 

 助産師   

  清水圭子 
〒944-0013  妙高市高柳1-7-17  

ＴＥＬ・ＦＡＸ 0255-72-5045 

2年に1度しかありませんのでお見逃しなく 

子育てサポーター養成講座を開催 
子育てに関心のある方、子どもが好きな方、定年後何かやれることはないかなと思っている方、           

一緒に学んで子育て家庭の応援団になりませんか？自分のためにも誰かのためにもきっと役立つはず！ 
6回講座を終了された方は修了証が授与されます。 

 
6月7日～7月12日の毎週火曜日、午後開催 

講座内容：開会式・食と子どもの成長・子どもの運動と発育発達・子どものアレルギー 
子どもに教えるお金の上手な使い方と与え方・実技など。 

親子の絆づくりのプログラム 

赤ちゃんがきた！♥はじめてママの子育てプログラム♥ 
一生に一度しか受けられない特別な子育てプログラムです。 

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集まり（正式名称：BPプログラム）を開催します。 

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27年12月生まれ～28年3月生まれ（2か月～5か月）の赤ちゃん子育て中の母親で、 

                子育てが初めての方。 

   日 程 ： 第1回 5月10日（火） 第2回 5月17日（火） 第3回 5月24日（火） 第4回 5月31日（火） 

          いづれも 13：30～15：30 

   会 場 ： いきいきプラザ２Ｆ大集会室 

   参加費 ： 無料  ただしテキスト代として864円いただきます 

   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。 

   申し込み締め切り ： 4月28日（木） 

ベビママ講座 

ふれあいボディケア 
赤ちゃんのココロとカラダのすこやかマッサージ 

ママのための今すぐできるボディメイク 

   日 時 ： 毎月第4月曜日 午後1：30～ 

   対 象 ： 0歳児親子 

   定 員 ： 10人 

   参加費 ： 500円 

   申し込み締め切り ：  

               毎月第3木曜日 
 

ゆめ講座 だれでも先生 
   身近なママ・パパ 

おじいちゃん、おばあちゃんを 

講師さんに迎え楽しい講座をします。 

気軽にお互いの出来ることを教えあいましょう。 

 

年10回 午前10：00～11：30 

託 児 ： お子様一人につき託児協力金として200円 

趣味や特技を活かしてみませんか？ 

講師さん随時募集中 

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 
協力させていただきます。 
詳しいお問い合わせは 
事務局まで！！ 

 





           

 


