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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 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

新井妙高ロータリークラブとは
職業人と地域社会のリーダーのネットワークを通じて、人

びとに奉仕し、高潔さを奨励し、世界理解、親善、平和を

推進することを使命に活動している連合団体です。

レゴ遊びは男女問わ
ず大好きなのでみん
な嬉しそうに遊んで
います。ありがとう
ございました。

きれいな色があっ
て嬉しい。 今までよりカラフ

ルな作品が出来て
喜んでいます。

新しいパーツも
入っていて
良かった。

バイクやカメラを
作ったよ。

【赤ちゃんお世話体験】

今年度、10組のご夫婦

やおばあちゃんが体験され

ました。

沐浴の練習では緊張する

パパの姿があったり、首が

すわっていない人形を抱っ

こしてみて「こんな感じな

のね！」と実感したりしま

した。

予約制で体験できます。

【子育て広場のイベント】

なかなかイベントができない年でしたが、その中でも感染予防をしな

がらイベントを開催しました。「リズム遊びによっといで」ではリト

ミックを楽しみました。緑の中の子育て広場では落ち葉やドングリで遊

びました。クリスマス会は中止になってしまいましたが、各広場でクリ

スマスのムードは楽しめたかな？

【放課後児童クラブ】

今年は大雪のため、学校が

休校になり放課後児童クラブ

は朝から開設しました。大人

にとっては大変な雪でしたが、

子ども達は雪遊びを楽しんで

過ごしました。

【おもちゃドクター】

無料で、おもちゃの修理をして

くれます。毎月第3水曜日。

いきいきプラザ３F

ゆめきゃんぱす事務所にて



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。

コロナ感染予防で土日は閉館しておりましたが、4月から
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スタッフも在中しますので、ぜひご利用ください。

土曜日は就学前のお子さままで、利用できます。

開設時間：9：30～12：00

開設場所：新井子育て広場（いきいきプラザ３F 妙高市中町4-16）

なお、上記以外の土日・祝日は閉館しておりますので、ご了承ください。

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！！

6回連続子育て講座

【完璧な親なんていない】

5/22・5/29/・6/5・6/12・6/19・6/26

AM9：30～11：30
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 小集会室

スタッフ が参加者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。

話し合いのルールを決めて、話し合いたい内容も参加者で決めます。

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、自分にあった育児の方法を学びます。

6回コースですが4回以上来れる方を募集します。
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参加者が決める

話し合いの内容例

・子どもとの接し方について

・褒め方・叱り方について

・子どもの生活習慣について

・子どもの困った行動について

・身内との関係について

・仕事と育児について

5/14

詳細は4月からHPで公開します。こちらのQRコードからどうぞ！

参加者の声

・子育てどうしたら良いか？順をおって対処する方法を学んだ。
・支えあい・助け合いの大切さを知った。友達も出来て嬉しかった。

・自分一人では固執してしまう子育てが、人の意見を聞いてやって

みる気持ちになった。肩の荷がおりた。

・一呼吸おいて考えるようになった。

岩澤 正明 丸山せつ子 尾崎 元輝 丸山 瑞穂 小嶋 直美 清水 良恵

小林 明子 阿部知英子 高橋 正一 竹村めぐみ 高橋真由美 小林 啓一

篠宮 直美 丸山 裕治 金子 卓也 古川 渚 笠原千鶴留 長谷川賢治

清水 恵美 東條奈津子 酒井 文子 横山アケミ 丸山留美子 鹿住 正子

堀川 香奈 鈴木 寛 岡田 満代 大野キミ子 小松美智子 清水 要
早津 智弘 小島ユリ子 上田かおり 三国 宣子 白砂 美幸 鈴木 崇
岡田 真理 飯塚 由衣 増田 敦子 小林 英彦 平出 武 霜鳥 玉恵
古川 歩 小竹マドカ 川上 晃 小川 優子 岩崎 厚子 奈良岡 裕
鴨居 敏英 山崎 一 宮下 聖子 松橋 守 児玉久美子 三浦 富美
樗沢 雅美 大久保裕美 小島 貴子 山田 郁子 尾崎 敦子 阿部 光洋
岩崎 陽子 市川 大地 佐藤久美子 今井 瑞希 古川 和子 丸山 豊
横尾 敏彦 飯塚さとみ 岩崎 和彦 石曽根共美 横山慎一郎 小島 恵子
遠藤 郁生 木下 美保 倉俣 悦子 古川 和子 牛木 良子 佐藤めぐみ
築田まゆみ 作林 美穂 宮本あゆみ 小林 豊 丸山 文雄 築田 優子
岡田美佐樹 田中 育子 金子 浩之 大野 公男 小島 美子 池亀 貴子
広瀬 英子 市川健一郎 畑山 寛法 竹田 敦子 馬場慎太郎 江口 賢哉
渡辺 徳彦 稲葉 育子 宮川 尚史 保坂 尚志 杉本 孝之 栗田きよ子
今井 一昭 笹川麻由美 鈴木 知美 後藤こずえ 木浦 笙子 望月 正樹

ベストプランナーズ 生活協同組合 コープクルコ 阿部建設 ピアノ技術センター
助産師 清水圭子 地域再生サイコー会議 二葉楽器 新井有線放送農業協同組合
住友生命新井支部 家’S ハセガワ あいあう食堂 謙信堂 エムプラス

二葉楽器 ＴＥＬ 0120-345-218



春の講座

対象：令和２年10/27生まれ～令和3年3/26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。締切：5/１９（水）

日程：第1回 5/２6（水）

第2回 6/ 2 （水）

第3回 6/ 9 （水）

第4回 6/16（水）

時間：13：30～15：30

夏の講座

対象：令和3年2/26生まれ～令和3年6/25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。締切：８/18（水）

日程：第1回 ８/２５（水）

第2回 ９/ １ （水）

第3回 ９/ ８ （水）

第4回 ９/１５（水）

時間：13：30～15：30

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

参加費 ： 無料 ただしテキスト代として1100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。

令和3年4月より、病児病後児保育室「スマイルポケット」

利用時の予約申し込みが、

携帯の「申込みフォーム」から

可能になります。

→ 病児・病後児保育室QRコードを取得し、

ご利用の際はご活用ください。

スタートしたばかりのため不具合があるかもしれません。

実際に「申込みフォーム」を利用してお気づきの点や要望等あ

りましたら遠慮なくお知らせください。

ゆめきゃんぱすのHPのトップページから

「予約確認カレンダー」が

見れます。

予約状況が確認できますので

ご活用ください。

HPはこちらから

お部屋は3部屋、事務所が1部屋あり、明るく、広く、清潔な環境でお預かりしています。

・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

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

新井小学校校区の児童クラブが移転します。

ふれあい会館

→ 勤労者研修センター

２階を専有させてもらえます。

今までの総面積は約２００㎡でしたが、

これからは約３００㎡と広くなります。
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