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ゆめきゃんぱすでは5か所の放課後児童クラブを運営しています。
３０年度からは開設時間がさらに延長されることになり、保護者の皆さんにとっては利用しやすくなり、
延長料金もかかってきますが安心が増すと思います。

平日

土曜日
長期休業日

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。

【子育て広場のイベント】
子育て広場では、折々にイベントを企画しています。戸外で行うイベントや園児やお年寄りとの交流イ
ベントもあります。たくさんの親子が楽しみに待っていてくれて、楽しい時間を過ごしています。

現行
下校時から午後6時30分
午後6時から6時30分（延長料金有）

午前8時から午後6時30分
午前8時から8時30分（早朝料金有）
午後6時から6時30分（延長料金有）
早朝・延長料金について

利用料金6,000円／月や早朝・延長には、減免制度があります。
〇半額減免対象者
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
生活保護世帯

※ 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
部を援助する制度。4月に学
校に申請します。

30分ごとで200円となって
いるため1時間利用となると
400円となります。なお、チ
ケット制は廃止し現金でのお
支払いになります。
また、１か月毎日延長を利用
される方は、１０００円/３０
分・２０００円/１Hの定額料
金での利用が可能です。

【援助の対象者】
①生活保護（教育扶助）を受けている方·········《要保護児童生徒》
②前年度又は当該年度に次のいずれかに該当する方···《準要保護児童生徒》
ア、生活保護の停止又は廃止の措置を受けた方
イ、世帯全員が市民税非課税の方
ウ、申請時点で児童扶養手当の支給を受けている方（児童扶養手当とは、児童手当ではありません。）
※支給が停止した場合は、援助の対象外となります。
エ、生活福祉資金の貸付を受けている方
オ、市民税、事業税、固定資産税、国民年金の掛金、国民健康保険税のいずれかの減免等を受けている方
カ、世帯（学生を除く全員）の前年の総所得金額には目安がありますが詳細は市役所にお問合せください。
※給与所得者の場合、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」が目安です。
※事業所得者の場合、確定申告の際の所得金額が目安です。
※イまたは、カを理由に申請される方で、世帯員の課税状況や所得金額が確認できない場合は、

【児童クラブに対しての減免が必要な方は、各児童クラブに減免申請書を提出する必要があります】

【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。多くの
ブースが出店し、ゆめきゃんぱすは、子ど
も向け縁日を行いキラキラ光もの釣りをし
ました。たくさんの方から来場していただ
きました。

【ファミリーサポートセンター講習会】
ストレス・マネジメント
～子育てのイライラどう解消してますか～
子育てをしていると、イライラすることがありま
すよね。そんな時のヒントがこの講座で見つかるか
も？見つかると良いなとの思いで、講座を企画をし
ました。
【感想】
少人数でしたが、車座になって自己紹介と合わせ
自分のストレスについてお話していただきました。
参加者皆さんのお話しを聞いていると、ストレスと
思っていたことも違う側面から見たら楽しいことか
もしれないと思えました。ストレスについは解消法
をたくさんもちましょうとのこと。
ちいさなことでも
自分にとって心地
いいことが大切
だということでした。
皆さんのお話を
聞いたり、自分の
話をしたりした
こともストレス解消の
一つだったかも.・・・

うさぎさんとネコさんのちょっと教えて

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
富田 久代
阿部 光洋
高橋真由美
東條奈津子
鹿住 正子
大野キミ子
早津 智弘
久保田哲夫
宮崎 裕子
石川千花子
長尾こずえ
大久保裕美
水野 久子
飯塚さとみ
木下 美保
羽鳥 靖子
築田 優子
田村 千恵
宮川 美幸

丸山 瑞穂
村井 友明
篠宮 直美
酒井 文子
堀川 香奈
小松美智子
小島ユリ子
鈴木 知美
和久井美幸
小川 優子
松橋
守
小島 貴子
岩崎 陽子
見波 淑江
倉俣 悦子
古川 和子
岡田美佐樹
築田まゆみ
飯吉あずさ

小嶋 直美
江口 克也
西條
保
飯塚 尊子
白石 伸子
井田 邦子
松原 久子
岡田 真理
霜鳥 玉恵
植木
淳
児玉久美子
小林 啓一
岡田 好美
石曽根共美
岡本ケイ子
高澤 誠一
田中 育子
小林 明子

石田 洋子
山崎 一男
山口 悟子
横山アケミ
鈴木
寛
山川 高士
上田かおり
増田 敦子
安本めぐみ
岩崎 厚子
廣井 弘敏
永井 綾子
堀川 政利
小島 恵子
牛木 良子
大野 幸雄
樗澤 雅美
吉越 哲也

この時期、花粉症の方が多いですよね。なんでこんなに多いのかな？

敬称略

清水 良恵
阿部知英子
笠原千鶴留
丸山留美子
岡田 満代
丸山 早苗
三国 宣子
内田 榮子
大塚 一枝
郷戸 若菜
大野 俊哉
吉越 清子
関原
愛
清水 昌子
田中 礼子
長野 芳栄
金子 浩之
小林
豊

眞田 賢司
高橋 正一
清水 恵美
横田 晃悦
小池 浩貴
相葉 明美
長籐 洋子
小林 英彦
柴田 潤一
笹川富士子
三浦 富美
平原まゆみ
松枝 幾子
牛木 優治
岡本 幸子
霜鳥 一貴
大野 公男
小竹マドカ

●理由その1：スギ花粉の増加
戦後に大量植林されたスギが伐採されずに残り開花適齢期を迎え、さらに、地球温暖化の影
響も受け、春のスギ花粉飛散量が増えています。
●理由その2：排気ガス・大気汚染
排気ガスなどで汚染された大気中の多くの微粒子が抗体を産生しやすくし、
花粉症の発症を促進し。また、舗装道路の増加に伴い一度地面に落ちた花粉が
再び舞い散ることも原因として考えられます。
●理由その3：食環境の変化・不規則な生活リズム
高 ンパクや高脂肪の食生活を続けていたり、不規則な生活リズムや
ストレスの多い生活なども、アレルギーを起こしやすくしています。
●理由その4：住宅環境の変化
住宅やオフィスの近代化に伴い、通気性の少ない ニ・カビの
温床をつくり、アレルギーを起こしやすくしています。

許容量を超える花粉に体がさらされると、免疫の機能が花粉を有害なものと思って
しまうよ。
そのため、くしゃみや鼻水などで花粉を体外に出そうとするんだね。
日本では約６０種類の植物が花粉症を引き起こすと言われてるよ。

ベストプランナーズ
生活協同組合 コープクルコ
一般社団法人新潟アウトドア企画
助産師 清水圭子
地域再生サイコー会議
二葉楽器
家’S ハセガワ
新井有線放送農業協同組合
あいあう食堂
謙信堂

花粉症というまく付き合っていく必要がありそうだね。
免疫機能は自律神経やホルモンの働きとも影響しあっているので、免疫機能を
促進させたり自律神経を整えることが花粉症対策の近道だよ。

そのためには、普段の生活にちょっとした工夫をするといいね！
どんなことができるのかな？

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
二葉楽器

ＴＥＬ 0120-345-218

《ティアラ》

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

（TEL 090-4734-1559）

・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

◆乳酸菌やオリゴ糖で善玉菌を増加させ腸内環境を整えよ

◆大きな声で笑って免疫アップ

う。

・深呼吸しながら大きな声で「わっはっ

◆食物繊維で便通をよくしよう。

は」と笑うのが効果的

・便が腸内に長く留まると腸内の

◆つくり笑いをするだけでも効果あり！

善玉菌が減り悪玉菌が増えます

・脳が自然な笑いと勘違いするよ

床は室内でもっとも花粉が多い場所
◆フローリング・・・花粉が舞いやすいのでウェットシートや雑巾を使うと効果的！
◆カーペット・・・掃除機だけだと花粉が残ることも、粘着ローラーをうまく使って！
◆テレビやAV周辺・・・花粉が吸着するので化学雑巾がおすすめ。
◆窓・・・レールには花粉がたまりやすいので拭き掃除をしてから掃除機を。
◆カーテン・・・洗濯が１番！洗えない時は裾部分だけでも掃除機をかけよう。
◆排気口・・・排気口のフィルターもこまめにお手入れ！
◆布団・・・掃除機のヘッドを布団専用に替えてお掃除。粘着ローラー

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。

会 場 ： いきいきプラザ２Ｆ大集会室
花粉はとても軽いので掃除機の排気でも舞い上がるんだって。うまく空気清浄器を
使うと効果アップだね。
室内に入るときも、花粉を拭うといいよ。
手で払うと花粉が舞い上がることがあるので、ハンディ掃除機で衣類やカバンにつ
いた花粉を吸い取るのがおすすめ。濡れタオルで体や衣類、カバンを拭くことも効

花粉対策グッズは何があるのかな？

◆マスク・・・耳が痛くならないタイプや花粉を水に変える物までいろんな種類がでてるね
◆縁付きめがね・・・子ども用から大人用まで、最近は結構おしゃれなデザインも！！
◆花粉ブロックスプレー・・・いろんなタイプが出てるね。RM2.5にも対応している物もあるよ。
◆ふとん用クリーナー・・・あれば便利！
◆網戸フィルター・・・夏は風通りが悪くなりそうなので、
この時期がおすすめ
◆鼻シャワー・・・すっきりするらしい！
目を丸洗いできるものもあるよ

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。
対象：平成29年11/19生まれ～30年3/18生ま
対象：平成30年2/23生まれ～30年6/22生まれ
れ（2か月～5か月）の赤ちゃん子育て中の母親で、
（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。締切：5/１１（金）
子育てが初めての方。締切：８/１0（金）
日程：第1回 5/18（金）
日程：第1回 ８/２２（水）
第2回 5/25（金）
第2回 ８/2９ （水）
第3回 6/１ （金）
第3回 ９/５ （水）
第4回 6/８ （金）
第4回 ９/１５（水）
時間：13：30～15：30
時間：13：30～15：30

♥子育てサポーター養成講座♥

詳細は４月頃配布の 別途チラシを確認ください

子育てに関心のある方、子どもが好きな方、何かを始めたいと思われている方、一緒に学んで子育て家庭の応援
団になりませんか？ それは自分のために、あなたのためにそして誰かのために。
全講座終了者には妙高市発行の修了証をお渡しします。

子どもの花粉症も増えてきていて
5～9歳で13.7％、10～19歳では31.4％と大人の発症率と変わらないよ。
子どもが花粉症になった場合、自分自身で対策ができないので家族みんなが気を配り、
対処していくことが大切だよ。
早めにお医者さんに連れて行き、きちんとした治療を受けようね。

申し込みは、定員になり次第終了させて頂きます。
６月～前期講座

９月～後期講座

全8回会場

ひばり園にて開催
HP： 花粉症ナビ・花粉クエスト・ClassA薬局の健康情報誌 ライフより

託児付

【

／ 妙高市役所 ４F会議室４０２・４０３

完璧な親なんていない！

ママの井戸端カフェ 】

6回連続講座

開催

スタッフは｢講師ではなく｢ファシリテーター｣。
【対象】1歳～入園前まで

メンバーの話し合いを促進する役割をするので

【回数】 １回２時間、週１日のペースで６回連続

安心して話せます。

【人数】 １グループ10人前後

お菓子とお茶を飲みながらの、和やかな話し合

【参加費 】無料

いの中から自らの気づきや自分にあった育児の

【託児有】託児協力金として200円

方法を学びます。
日程が決まり次第お知らせします。

