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【婚活イベント】

ジップラインアドベン

チャーツアー

再婚希望・再婚理解のあ

る方限定のイベントを開

催。子どもは保育士と高

原で遊びました。

【ママ向け講座

はじめてママの子育てプログラム＆NPプログラム】

妙高市に依頼を受けてママ向けの２つの講座を開催。はじめ

てママの子育てプログラムは、初子の生後２～5か月の赤

ちゃんを育てているママへ育児の方法や赤ちゃんとの絆づく

り、お友達作りを目的に開催。

NPプログラムは1歳～5歳までの子育てをしているママへの

講座で、おしゃべりの中から自分の育児方法を探したり、問

題解決方法を知ったりします。参加費は無料。NPプログラ

ムは託児付きです。

【いろいろなプチセミナー だれでも先生】

今年度は、ベビーマッサージ・英語で遊ぼ

う・わらべ歌と絵本を親しもう・ハーバリウ

ム・スキンケアなど開催しました。皆さんの

やってみたいこと！ご提案ください。

【子育て広場のイベント】

「リズム遊びによっといで」では英語とハロウィ

ン遊び。各広場でのクリスマス会！豆まき！残念な

がら雪遊びは中止になってしまいましたが、各広場

で季節の行事を楽しみました。

来年度から新井南子育て広場の開設日が

変わります。月水金⇒火木金

【県事業 子育てミーティング】

妙高市と上越市の子育てについて

学んだり話し合ったりする会が、3回

講座でありました。ママたちの想い

がたくさん出ました。県の事業に生

かされますように！！

病児保育室が2019年6月からスタートしました。病後

児保育は2009年から開設していましたが、新たに病児

保育が加わりました。けいなん総合病院3階にお部屋を

移し、保育環境もさらに良くなりました。家庭で病気

のお子さんを看ることができると良いと思いますが、

仕事や家庭の状況で看てあげられない時もあります。

お子さんを預けられるところがあるというだけで、保

護者の安心につながると思います。スタッフもその安

心に寄り添えるようにがんばります。

大切に使わせていただきます。

地域の方からトイレットペーパーやお菓子の

寄付をいただいたりして、本当に温かい地域

だと心が温かくなりました。

毎朝、検温表を提出してもらい、スタッフも

検温をしたり換気をしたり、出来る限りの

事をしました。

最近では入園時期が早まっており、地域の情

報を得ることや、地域とつながること、ママ同

士の交流が十分行われていません。こうしたこ

とから子育て広場と早期（妊娠中）につながる

ことで、子育て支援の情報、地域の情報が得や

すくなり、先輩ママとも交流することができま

す。子育て広場を知ることで、安心して出産を

迎え、産後も相談できる場所として頼ってもら

えることを願い、県の補助金を受けて「プレマ

マさんよっといで事業」を行いました。具体的

には、妊娠期から子育て広場を利用できるとい

うことの情報発信とパパママ教室を新井子育て

広場に移し、妊娠期のうちに子育て広場を知っ

てもらえるようにしました。また先輩パパ・マ

マさんからパパママ教室に来ていただき、赤

ちゃんのいる生活や産前に準備しておくと良い

ものなどのお話をしてもらいました。



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。

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

清水圭子
〒944-0013 妙高市高柳1-7-17
ＴＥＬ・ＦＡＸ 0255-72-5045
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ベストプランナーズ 生活協同組合 コープクルコ 助産師 清水圭子 二葉楽器

地域再生サイコー会議 住友生命新井支部 トータルボディケア THE☆DAY
新井有線放送農業協同組合 あいあう食堂 謙信堂 阿部建設

うさぎさんとネコさんのちょっと教えて

【 マネープランとライフプラン】

子どもが生まれてもうすぐ2年。これからのこと色々考えるな～～。
これから毎年どのくらいお金がかかるのかな？
お金・・・足りるのかな？

まずは、これからの人生をより楽しく、充実させるために、マネープランをたてましょ
う。そのために、キャッシュフロー表をつくりましょう。

人生で、どのくらいお金がかかるかみんな知ってる？結婚・住宅・教育・老後などいろ
いろとお金がかかるんだよ。でも、知識をもって計画をたてていけば困らないから一緒
に考えてみよう。

キャッシュフロー表とは？
進学や退職など家族全体のライフイベントに基づき毎年の支出・収入および資産の推移を記入した予定表のこと。

お聞きしたのはこの方！！

ゆめきゃんぱすをいつも応援してくれる（有）ベストプランナーズ
（上越市東本町）の藤野さんです。

長岡支社 新井支部
〒944-0008
新潟県妙高市柳井田町4-5-1
TEL 0255-72-3010

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



キャッシュフロー表　　　　　　　　　　　　　　　金額の単位：万円

【現在～数年後までの時期】　　　

話したり聴いたりしていると、いつのまにかココロがスッキリ！！

カナダ生まれの子育て講座

ノーバディーズパーフェクト【完璧な親なんていない】

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

役割をす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。

締め切り5/29

対象：1～5歳の子どもの母親

開催日：土曜日開催です

6月13日（土）・20日（土）・27日（土）

7月４日（土）・11日（土）・18日（土）
連続全６回

時間： 9：30～11：30

会場：いきいきプラザ２F 高齢者学習室

託児：いきいきプラザ２F 大集会室

（妙高市中町4-16）

託児付

みょうこうファミリーまつり＆出会い～子育て応援フェア
日時：2020年5月24日（日）10：00～15：00 妙高市文化ホール周辺

【内容】

オトハコファミリーコンサート

プラレールブース

人気キャラクター登場・飲食ブース

体験ブース・癒しブース・フリマブース

クイズラリーで無料でガラポンに挑戦！！

SNSでPRした画面を見せてくれた方にはプレゼントを

ご用意しています。

ママのボディメイク
基本、毎月第4月曜日

時間：13：30～14：30

会場：新井子育て広場

講師：猪俣一志先生

事前申し込みが必要です

はじめてママの子育てプログラム

2～5か月の初子を育てているママの子育て

講座開催します。

詳細はHPをご覧ください

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

上の表をそれぞれの年代で作成し、シミュレーションしてみよう。いつ、どのような問
題が起きるのか、ある程度予測をして事前に対策を立てることができるよ。

この表を書いていくと・・・車や家を買う、子どもの進学など、必ず大きなお金が必要
な年がくることを知ることができるね。
それがいつなのか？ 知るだけでも見通しがついたよ。
1年に1回、預金残高の確認をすることにしたよ。できることから やっていこう！

「年金以外で2000万円必要」「人生100年時代」などと色々なことが言われて
いるけど、まずは現状を数値化することでそれまで気づいていなかった課題や問
題点が見えてくるね。「将来は何とかなる！」では済まないよ～。
後悔しないように今からライフプランを考え、できることをしておこうね。


