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【【【【いろいろなプチセミナーいろいろなプチセミナーいろいろなプチセミナーいろいろなプチセミナー

だれでも先生だれでも先生だれでも先生だれでも先生】】】】

毎月ママ講師を招いてますが、子

育て広場利用のママのつながりで講

師が次々と決まります（笑）講師が

生徒になったり、生徒が講師になっ

たり・・・少人数でおしゃべりしな

がらの講座です。

通称ファミ・サポは、妙高市よりゆめきゃんぱすが受託を受け運営しています。

育児の応援をして欲しいかた（おねがい会員）と育児の応援をしたいかた (まかせて会員）が、協力し

合い育児の援助活動を行う制度です。

〇利用料金〇利用料金〇利用料金〇利用料金

月〜金曜 8時〜18時 ５００円/１H

上記以外の時間は６００円/１H

〇半額減免〇半額減免〇半額減免〇半額減免対象者対象者対象者対象者

申請の流れ

①おねがい会員はファミリーサポー

トセンターに申請書を提出します。

（申請書はファミリーサポートセン

ターか市役所子育て支援係にありま

す）

就学援助制度とは、

小中学生を対象に

学校でかかる学用

品費や修学旅行費、

部活にかかる費用

などの一部を援助〇半額減免〇半額減免〇半額減免〇半額減免対象者対象者対象者対象者

市民税非課税世帯 ・就学援助費受給世帯

児童扶養手当受給世帯

〇全額免除対象者〇全額免除対象者〇全額免除対象者〇全額免除対象者

生活保護世帯

＊＊＊＊送迎送迎送迎送迎にににに係係係係るるるる交通費交通費交通費交通費についてはについてはについてはについては減免対象減免対象減免対象減免対象になりませんになりませんになりませんになりません

す）

②申請後、承認又は不承認の決定通

知書がセンターから郵送されます。

（承認の決定通知書は大切に保管し

てください。）

③援助活動は通常通り行い、まかせ

て会員さんからの報告を受けファミ・

サポからまかせて会員さんにお支払

いをすることになります。

などの一部を援助

する制度。4月に学

校に申請します。

産前・産後で家事や育児の支援が必要な時、乳児の身のまわりのお世話や家事の手伝いをするスタッ 【【【【出会い～子育て応援フェア出会い～子育て応援フェア出会い～子育て応援フェア出会い～子育て応援フェア】】】】

【ママとの座談会！！ママとの座談会！！ママとの座談会！！ママとの座談会！！

あったらいいね！こんな子育て支援あったらいいね！こんな子育て支援あったらいいね！こんな子育て支援あったらいいね！こんな子育て支援】】】】

12月、子育て広場を利用しているママや放

課後児童クラブを利用しているママたちと妙

高市の子育て支援について話しました。知ら

ない制度があったり、こんなお助けがあった

らいいな！っと語り合いました。少しでも子

育てが楽しくなるように、これからも皆さん

のご意見を聞かせてください。

産前・産後で家事や育児の支援が必要な時、乳児の身のまわりのお世話や家事の手伝いをするスタッ

フを派遣する支援です。

〇利用料金〇利用料金〇利用料金〇利用料金

平日8時～18：00 １時間…700円 １時間を越えた場合は、30分単位で加算します

上記以外の時間は800円

車を利用した場合は、ガソリン代として実費が依頼者負担となります

〇助成対象者助成対象者助成対象者助成対象者

① 妊娠中又は、産後１６週以内にあるもので体調不良などのため家事又は育児が困難であり、

同居の親族等から家事又は育児の援助が受けられないもの。

② 多胎による妊娠中又は多胎児出産後１年以内にあるもの。

③ その他市長が必要と認めるもの。

〇助成額助成額助成額助成額

【【【【出会い～子育て応援フェア出会い～子育て応援フェア出会い～子育て応援フェア出会い～子育て応援フェア】】】】

出会い・結婚・妊娠・出産・子育てと切れ目

ない支援をめざして様々な団体が協力し合って

フェアを開催しました。ゆめきゃんぱすは、ア

ンパンマンショーや縁日をし、たくさんの親子

が楽しい一日を家族で過ごしました。

③ その他市長が必要と認めるもの。

〇助成額助成額助成額助成額

１回（１時間）あたり３００円、１０回を上 とする。多胎は１人１０回まで

※利用利用利用利用するするするする方方方方はははは市役所市役所市役所市役所にににに事前事前事前事前にににに申請申請申請申請してしてしてして利用券利用券利用券利用券をもらってくださいをもらってくださいをもらってくださいをもらってください。。。。



順不同　敬称略

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。

富田 久代 田上 早苗 丸山 瑞穂 小嶋 直美 石田 洋子 清水 良恵
阿部 光洋 村井 友明 江口 克也 山崎 一男 斉藤 誠 阿部知英子
高橋真由美 篠宮 直美 馬場慎太郎 山口 悟子 笠原千鶴留 清水 恵美

東條奈津子 酒井 文子 飯塚 尊子 横山アケミ 丸山留美子 横田 晃悦
鹿住 正子 堀川 香奈 白石 伸子 小林 真弓 鈴木 寛 岡田 満代

うさぎさんとネコさんのちょっと教えて

【【【【今どきの孫育て事情今どきの孫育て事情今どきの孫育て事情今どきの孫育て事情】】】】

子育てって夫婦だけでしようと思うと大変だし、共働き家族が増えてきて、祖父母の力を
借りたいと思うことも増えてきたね。お互い気持ちよく子育てするためには、どうしたらい
いんだろう？

最近は【孫育て講座】をしたり【祖父母手帳】を交付したりする市町村もあるよ！
みんなで子育てすると ハッピーがいっぱいなんだって！！

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
相葉 明美 早津 智弘 小島ユリ子 杉本 孝之 松原 久子 上田かおり
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

内田 榮子 小林 英彦 宮崎 裕子 和久井美幸 霜鳥 玉恵 安本めぐみ
大塚 一枝 遠藤 郁生 柴田 潤一 石川千花子 小川 優子 植木 淳
岩崎 厚子 郷戸 若菜 笹川富士子 長尾こずえ 松橋 守 児玉久美子
大久保裕美 小島 貴子 小林 啓一 永井 綾子 吉越 清子 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 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 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

大野 公男 田村 千恵 築田まゆみ 小林明子 堀川 進 吉越 哲也

家族みんなで、赤ちゃんを育てることで生まれるトリプルハッピー

トリプルハッピーを生むコツ

子どものハッピー

作林 武彦 小林 豊

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 下記に

ご連絡ください

リトミックピアノリトミックピアノリトミックピアノリトミックピアノ

パパ・ママのハッピー

祖父母のハッピー

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

リトミックピアノリトミックピアノリトミックピアノリトミックピアノ

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

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

・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

清水圭子清水圭子清水圭子清水圭子
〒〒〒〒944944944944----0013001300130013 妙高市高柳妙高市高柳妙高市高柳妙高市高柳1111----7777----17171717

ＴＥＬＴＥＬＴＥＬＴＥＬ・・・・ＦＡＸＦＡＸＦＡＸＦＡＸ 0255025502550255----72727272----5045504550455045

社団法人日本助産師会「おまごBOOK」より



泣いたら抱っこ泣いたら抱っこ泣いたら抱っこ泣いたら抱っこ

日光浴は？

子育ての主役はパパとママ！！

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。

祖父母の中には昔と今の子育ての違いに悩んだり、体力的にしんどいと感じている方もいる
みたい・・・今と昔では、こんな事が違ってきているんだってよ～。
前は、あたりまえだったことが、違っていると祖父母も大変だね（＞＜）

赤ちゃんにとって、抱っこは心の栄養。抱き癖は気にせず、どんどん抱っこしてあげましょ

う。抱っこは、赤ちゃんと周りの人が信頼関係を築く第１歩です。

親子の絆づくりのプログラム

赤ちゃんがきた！♥♥♥♥はじめてママのはじめてママのはじめてママのはじめてママの子育子育子育子育てプログラムてプログラムてプログラムてプログラム♥♥♥♥
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28年12月生まれ～29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。
日光浴は？

果汁は？  

大人がかみ砕いて食物与えるのはNG  

紫外線は、体の中でビタミンD を作る働きを助けるので、昔は赤ちゃんの日光浴が行わ

れていました。現在は、オゾン層の破壊などにより、年々紫外線が強くなっているので、

赤ちゃんの日光浴は推奨していません。

大人の口の中にある虫歯菌が食べ物を通じて、赤ちゃんにうつるので、大人が噛み砕いた物を赤ちゃんにあげ

ることはやめましょう。スプーンの共有もやめましょう。

昔は生後2か月ごろからあげましたが、今は、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。

対 象 ： 平成28年12月生まれ～29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16日（火） 第2回 5月23日（火） 第3回 5月30日（火） 第4回 6月6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 ： 5月9日（火）

ベビママ講座

ふれあいボディケアふれあいボディケアふれあいボディケア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～

ゆめ講座

だれでもだれでもだれでもだれでも先生先生先生先生
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。

着る服は？  

ベビーパウダー

お風呂上がりに白湯は？  

熱が出たら

現在の住宅環境も良いですし、赤ちゃんは新陳代謝が盛んなので、体温は大人よりも高めで

す。厚着など着せすぎに注意しましょう。また、室内のくつ下は滑って危険ですので裸足で。

お風呂上りに、よくつけていたベビーパウダー。吸い込んでしまい呼吸の妨げになった

り、汗腺を詰まらせてしまうことがあるので必用ありません。

祖父母もパパ・ママもみんな子どもの事を大切に思ってるよね。

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

んでいれば白湯などの水分はあまり必要ありません。

風邪ウィルスと戦っている時に熱がでます戦うには。この時は悪寒がするので暖かくましょう。悪寒がするのに

熱が上がるからと言って熱さましのシートなど貼らないようにします。熱が上がりきると汗をかき熱を下げよう

と体がします。その時は無理に厚着や布団をかけず熱を発散させてあげましょう。

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

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？

講師講師講師講師さんさんさんさん随時募集中随時募集中随時募集中随時募集中

数年ぶりに復活！！完璧完璧完璧完璧なななな親親親親なんていないなんていないなんていないなんていない！！！！

【【【【 ママのママのママのママの井戸端井戸端井戸端井戸端カフェカフェカフェカフェ】】】】 6666回連続講座回連続講座回連続講座回連続講座 開催開催開催開催

【対象】1歳～入園前まで

【回数】 １回２時間、週１日のペースで６回連続

託児付

スタッフ は｢講師｣ではなく｢ファシリテーター｣。メンバーの

話し合いを促進する役割をとるので安心して話せます。

お菓子とお茶を飲みながらの、和やかな話し合いの中から祖父母もパパ・ママもみんな子どもの事を大切に思ってるよね。

祖父母に助けを借りながらみんなでハッピー子育てしたいですね。

助けてもらったら「ありがとう」という言葉やプレゼントなど、感謝の気持ちを示すことが大切ですね。

【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】託児協力金として200円

賛助会員募集賛助会員募集賛助会員募集賛助会員募集

企業会員様(１口/10,000円／年）は、

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

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

MAIL ： ｙｕｍｅ2004＠ｖａｌｌｅｙ．ｎｅ．ｊｐ

話し合いを促進する役割をとるので安心して話せます。

お菓子とお茶を飲みながらの、和やかな話し合いの中から

自らの気づきや自分にあった育児の方法を学びます。

日程日程日程日程がががが決決決決まりまりまりまり次第次第次第次第おおおお知知知知らせしますらせしますらせしますらせします。。。。

詳しいお問い合わせは

事務局まで！！

MAIL ： ｙｕｍｅ2004＠ｖａｌｌｅｙ．ｎｅ．ｊｐ

http://yumecan.com


