
２０１９年 ３月発行

第30号

新潟県労働金庫新井支店推進委員会様より

95,500円のご寄附をいただきました。

ゆめきゃんぱすを設立した15年前は、まだまだ子育ては親がするもので（今も親がするのですが

親だけでは子育ては無理です。親だけが子育てをした時代は近年で約５０年位です。）

子育てには、地域の理解が必要と活動していますが、理解してもらえない事もありました。

しかし、この度地域に根づいた、ろうきん様より子育て団体に寄附をいただけることは、とても

素晴らしいことです。地域が子育てを応援するという事の証明です。

子どもの声はうるさい！と苦情が入る中、

子育てを企業が応援してくれることは、とても励みになりました。

大切に使わせていただきます。

ゆめきゃんぱす代表 児玉 久美子

ハイハイの赤ちゃんが遊べる遊具です。赤ちゃん
コーナーに設置します。

【いろいろなプチセミナー だれでも先生】

毎月ママ講師を招いて開催。講師が生徒になったり、生徒が講師に

なったり・・・できることを教えあいます。子どもと一緒に参加できる

講座や、託児に預けてママだけの講座など様々です。少人数でおしゃべ

りしながらリフレッシュ！！皆さんがやってみたい講座、ぜひ教えてく

ださい。

【親子フェスに参加】
上越で開催された親子フェスに参加しまし

た。【ママ名刺を作ろう！】というブースで

かわいい図柄を選んでその場でママの名刺が

できました。ママ同士の連絡先交換に使って

くださいね。

【全事業アンケート実施】

ゆめきゃんぱすが運営する児童クラブ・子育て広

場の利用の皆様からアンケートにご協力いただきま

した。ありがとうございます。結果は通信５ページ

に載せてありますのでご覧ください。詳細は、HP

に掲載します。

【うまいもん祭りにオリジナルスイーツを！】
試行錯誤を重ね地元の野菜を使ったケーキとヨーグルトクリームを合わ

せ、かわいい猫のケーキを販売しました。耳やしっぽは塩チョコクッ

キー！！絶妙なハーモニーのケーキは、200食限定！昼過ぎには完売。

畑違いのお仕事でしたが親子が喜ぶ顔を見ることができました。

【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。広場合同で行う戸外のイベントや各広場で行う

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。冬に行う「ゆきあそびによっといで」もこの地域ならではのイベントです。
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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。
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ローリングストック法って知ってる？災害時の非常食を食べずに置いておくのではな
く、日常的に食べて買い足すことを続けて、常に家に食料が備蓄されていることを言
うんだよ。これなら、気づいたら非常食の賞味期限が切れてたってことはないね。

うさぎさんとネコさんのちょっと教えて

【 いざという時に役立つローリングストック法 】

1日、2日は冷蔵庫のものが食べれるね。
ライフラインが復興されるのに1週間ぐらいかかったとして、３日目からはローリング
ストックしている食品になるよ。
ローリングストックってどういった食品を買えばいいの？

汁物・おかず・ごはんを家族の人数分×5日分。そこに、間食もあると嬉

しいね！非常食用でなくてOK。缶詰やレトルト食品でOKだよ。

長岡支社 新井支部
〒944-0008
新潟県妙高市柳井田町4-5-1

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



ゆめきゃんぱすは、児童クラブ・子育て広場利用者にアンケートを実施しました。

2018年12月～2019年1月のアンケート結果です。

集計数：児童クラブ・・・100人　　子育て広場・・・40人

その他に子ども連れの家庭が気をつけることってあるかな❓

準備してた防災グッズをこの前確認したら、子どもの衣類が小さくなって着ら
れなくなっていた（笑）

１年に1回は見直すといいね！
忘れないように防災の日に必ず見直すって、家族で決めておくといいよ。

赤ちゃんを連れて避難するときは抱っこひもで避難しましょう。

もう、抱っこ紐を使ってない時は、パパの浴衣の三尺が、いざっという時に便利だよ。

ついつい、あれもこれも・・・と準備してしまいますが、

子どもを抱っこし、両手が使える分の荷物を持って避難しましょう。

そして、テレビやラジオで正しい情報を確認してから避難しましょう。

必ず戸締まりをお忘れなく！！

児童クラブ
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お子さんは児童クラブに安心して楽しく

通えていると思いますか？

① そう思う
② ややそう思う
③ あまり思わない
④ 思わない

子育て広場

75%

22%

3% ①とても満足している
②まあまあ満足している
③普通
④やや不満である
⑤不満である

児童クラブに安心して通ってる児童は98％ 子育て広場に満足されている利用者97％
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・安全確保
・施設の広さ
・遊具、設備の充実
・活動内容の充実
・支援員との信頼関係
・支援員の人数
・支援員の経験、資質
・学力の向上
・多様な遊びの経験
・ともだち関係
・居心地の良さ
・家庭的な雰囲気
・安心できる場所
・楽しく遊べる場所
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①親子で遊ぶ
②こども同士の交流
③保護者同士の交流
④保護者の友達づくり
⑤リフレッシュ
⑥子育て支援の情報収集
⑦講習・講座への参加
⑧スタッフへの育児相談
⑨その他( イベント参加 )

児童クラブ 子育て広場

児童クラブに求められていること・・・

【安全確保】【支援員との信頼関係】【居心地の

良さ】【安心できる場所】
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7% 3%
①広がった
②まあまあ広がった
③どちらともいえない
④広がらない

広場の利用目的はさまざま

55%40%

5%
①出来た

②まあまあ出来た

③どちらともいえない

④出来ていない

９5％の方が軽減できています

75％
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6, 5% 0%
① そう思う

② ややそう思う

③ あまり思わない

④ 思わない

宿題を含む学習支援・・71％
英会話・・・・・・・・40％
スポーツ・・・・・・・58％
野外、自然活動・・・・62％
調理・・・・・・・・・36％
農業体験・・・・・・・28％
伝統行事・・・・・・・33％
その他・・・・・・・・4％

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

事務局まで！！

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

アンケート結果は、

ゆめきゃんぱすHPにて見ることができます。

９０％の方が視野が広がっています

安心安全を

求めながら、

子どもの様々な

体験も希望しています。


