
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 あたたかな春の風にさそわれて、いよいよ 29 年度がスタートしました。 

4月から入園、進級するお友だちもいるでしょう。素敵な出会いが楽しみ 

ですね。 

お天気のいい日には、ちょうちょうを追いかけたり、ありを見つけたり、 

お散歩に行ってタンポポを摘んだりして、春の自然にたっぷりふれて遊ん 

でみるのもいいですね。 
 

 子育て支援団体 紹介コーナー  
「りんごちゃん」 

＜活動場所・日程は？＞ 

一里山市民館（一里山町金山 61-1）一階和室にて開催 

主に第４水曜日 10:00～11:30 

＜対象年齢は？＞ 

0歳～就園前の子どもと保護者 

＜誕生したきっかけは？＞ 

一里山地区に子育て中のお母さん達が集まることができる場所を作ろうという当時の地区長さん 

の思いで６年前に誕生しました。地区全体で子育てを応援しようということで、地区でも活躍され 

ている方々が資格を活かしてスタッフとして活動しています。 

＜どんな所？どんなことしてる？＞ 

和室に一歩入るとそこにはやさしい木のぬくもりのおもちゃや楽器、 

手作りのままごとや人形など思わず手に取りたくなるような愛らしい 

おもちゃが並んでいます。 

遊びに来た親子はゆったりと楽しく過ごすことができます。 

また気さくで温かいスタッフ。気軽に育児相談できますよ。 

＜スタッフに聞きました。 

どんな思いで活動していますか？お母さん達にメッセージを・・＞ 

 

子どもってどんなものも遊びになるでしょ！？ 

その姿を半歩後に下がって見守る。 

そのことを心がけて活動しています。 

もう一つ自分のお部屋ができるような、 

そんな気持ちで遊びに来てください！ 

 

 

 

＜特別なイベントはありますか？＞ 

５月、６月は親子３Ｂ体操、夏には、市民館前の日陰を利用して、水遊び！ 

11月は近くの神社にて落ち葉遊び！12月はクリスマス会！を予定して 

います。       ☆☆☆お楽しみに！☆☆☆   

子育てコンシェルジュ通信 
２０１７年 4月・5月 
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たくさんの方の参加を 

お待ちしています☆ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「かるがもの会」  
西三河家庭教育研究所主催 

井ヶ谷市民館（刈谷市井ヶ谷町桜島４６）２階和室で開催 

○開催日 ：第２木曜日（日程が変更、お休みになることもあります） 

      午前９：３０～１２：００  

※途中参加・退室もＯＫです。       

○参加費 ：１回２００円（冷暖房費、おやつ・お茶代） 

○参加方法：かるがもの会 浅尾さん（080-4849-5161）に 

連絡をお願いします。  

○参加対象：誰でも！小さいお子さん連れの方も大歓迎！ 

（おじゃました日は、0歳児のお母さんから、 

孫育ての世代まで参加していました） 

○内容 

育児、幼稚園、嫁姑問題などの質問

に、講師の先生がわかりやすく答え

てくれます。 

悩みを聞いてほしい、お友達をつく

りたい、ホッと一息入れたい方は、

ぜひ参加してみて下さい。 

 

講師の須佐栄子さんにお聞きしました。 

○開催のきっかけを教えてください。 

 幼稚園で子育て講座の講師をした際に、参加の 

お母さん方からもっと話を聞いてほしい、話をし

たいというお母さんが集まり開催することになり

ました。 

○どのような思いで開催していますか。 

子ども達が、色々な挫折や、苦悩があっても乗

り越え生き抜いていける力をつけてほしいです。 

子どものことを知ろうとしたり、考えることに

よって良い親子関係が生まれ、子どもの力になる

ので、その手助けが出来ればと思います。 

刈谷市内で他に２カ所開催されています。お近くの方はご参加下さい。 

○「サロン・ド・ソレイユ」富士松市民センター（刈谷市今川町２-152）和室で開催 

  開催日 ：毎月１回火曜日 午前９：３０～１２：００  

参加費 ：１回２００～３００円（冷暖房費、おやつ・お茶代） 

  参加方法：サロン・ド・ソレイユ 仲尾さん（090‐4119‐8116）に連絡お願いします。 

○「サンタの会」西部市民館（刈谷市司町３－６４） 

開催日 ：毎月１回月曜日 午前９：３０～１２：００  

参加費 ：１回２００～３００円（冷暖房費、おやつ・お茶代） 

  参加方法：サンタの会 須佐さん（080-3627-3442）に連絡お願いします。 
 

○参加されていた方にお聞きしました。 

参加してみていかがですか？ 

月に 1 度ある会を とても楽しみにしています。

子育ての話をしていると私自身救われることもあ

り、親子共々成長できる大切な場所です。 



２０１７年 4月 
お出かけ日和の季節です。日差しが強くなるので、帽子と水筒は持って出かけましょう。 

１日（土）   １６日（日）   

２日（日）   １７日（月） ☆すくすく  ♪ひよっこ 

３日（月） ☆すくすく  ♪ひよっこ １８日（火） ☆すくすく・のびのび・わくわく 

４日（火） 
◎おはなし会（南）              

☆すくすく・のびのび・わくわく 
１９日（水） 

◎わくわくこどもの日・こいのぼり作り

（中・南・北）      

◎つくしんぼ広場（小垣江児童館）    

☆のびのび・きらきら・わくわく         

５日（水） ☆のびのび・きらきら・わくわく ２０日（木） 

◎遊びの広場・ハイたっち広場（中）   

☆すくすく・のびのび・きらきら・わくわく  

◇にこにこ広場                

♪日向広場・あひる・泉田地区公民館子

育て支援 

６日（木） 

◎遊びの広場・ハイたっち広場（中）                 

☆すくすく・のびのび・きらきら・わくわく  

♪日向広場 ・ちいさなお庭 

２１日（金） 
◎遊びの広場・ハイたっち広場（南・北）  

☆きらきら 

７日（金） 
◎遊びの広場・ハイたっち広場（南・北）           

☆きらきら 
２２日（土） ◎おとうさんと遊ぼうＤＡＹ（中） 

８日（土）   ２３日（日）   

９日（日）   ２４日（月） ☆すくすく  ♪ひよっこ 

１０日（月） 
◎親子Ｂクス（南）              

☆すくすく  ♪ひよっこ 
２５日（火） ☆すくすく・のびのび・わくわく 

１１日（火） ☆すくすく・のびのび・わくわく ２６日（水） 

◎あかちゃんひろば（南・北）       

☆のびのび・きらきら・わくわく 

♪りんごちゃん 

１２日（水） 

◎つくしんぼ広場（一ツ木児童館） 

◎あかちゃんひろば（南・北） 

☆のびのび・きらきら・わくわく 

２７日（木） 

◎遊びの広場・あかちゃんひろば（中）   

☆すくすく・のびのび・きらきら・わくわく  

◇にこにこ広場 

１３日（木） 

◎遊びの広場・あかちゃんひろば（中）                  

☆すくすく・のびのび・きらきら・わくわく 

◇にこにこ広場・ちいさなお庭 

２８日（金） 
◎遊びの広場（南・北） 

☆きらきら 

１４日（金） 

◎遊びの広場（南・北）            

◎つくしんぼ広場（一ツ木児童館）    

☆きらきら 

２９日（土） （祝）昭和の日 

１５日（土） ☆すくすくパパ広場（小山託児ルーム） ３０日（日）   

 

 

 

 

 

(中)中央子育て支援センター （南）南部子育て支援センター （北）北部子育て支援センター 

遊びの広場（10:30～）ハイたっち広場・あかちゃん広場（13:30～）つくしんぼ広場：9:45～11:30 

子育て広場：すくすく・きらきら 10:00～16:00 のびのび・わくわく 9:00～14:30 

にこにこ広場（小垣江児童館）：10:00～11:30 ※11:00～ 座談会 

 

 

 



 ２０１7年 5月 
ゴールデンウイーク中も 子育て支援センターは開いています。ぜひ遊びにきてね。（日曜日は休館です） 

 

 

１日（月） 
 

１７日（水） ☆のびのび・きらきら・わくわく        

２日（火） 
 

１８日（木） 

◎遊びの広場・ハイたっち広場（中）   

☆すくすく・のびのび・きらきら・わくわく  

◇にこにこ広場                

♪日向広場・泉田地区公民館子育て 

支援・あひる・ちいさなお庭 

３日（水）  （祝） 憲法記念日 １９日（金） 

◎つくしんぼ広場（一ツ木児童館）    

◎遊びの広場・ハイたっち広場（南・北）  

☆きらきら 

４日（木）  （祝） みどりの日 ２０日（土） ☆すくすくパパ広場（小山託児ルーム） 

５日（金）  （祝） こどもの日 ２１日（日）   

６日（土）   ２２日（月） ☆すくすく ♪ひよっこ 

７日（日）   ２３日（火） ☆すくすく・のびのび・わくわく 

８日（月） 
◎親子Ｂクス（中）                

☆すくすく    ♪ひよっこ 
２４日（水） 

◎あかちゃんひろば（南・北）        

☆のびのび・きらきら・わくわく 

♪りんごちゃん 

９日（火） 
◎おはなし会（南）              

☆すくすく・のびのび・わくわく 
２５日（木） 

◎遊びの広場・あかちゃんひろば（中）  

☆すくすく・のびのび・きらきら・わくわく  

◇にこにこ広場 

♪ちいさなお庭 

１０日（水） 

◎つくしんぼ広場（一ツ木児童館）    

◎あかちゃんひろば（南・北）        

☆のびのび・きらきら・わくわく 

２６日（金） 

◎つくしんぼ広場（小垣江児童館） 

◎遊びの広場（南・北）           

☆きらきら 

１１日（木） 

◎遊びの広場・あかちゃんひろば（中）  

☆すくすく・のびのび・きらきら・わくわく   

◇にこにこ広場  

♪キャンディー・ちいさなお庭 

２７日（土） ◎おとうさんと遊ぼうＤＡＹ（中） 

１２日（金） 
◎遊びの広場（南・北）  ☆きらきら  

♪エンジェルパワー 
２８日（日）   

１３日（土）   ２９日（月） ☆すくすく  ♪ひよっこ 

１４日（日）   ３０日（火） ☆すくすく・のびのび・わくわく 

１５日（月） ☆すくすく  ♪ひよっこ ３１日（水） ☆のびのび・きらきら・わくわく 

 １６日（火） ☆すくすく・のびのび・わくわく 
  

 

ひよっこ：一ツ木児童館 10:00～11:30  日向広場：今岡日向集会所 9:00 ～16:00 

エンジェルパワー：東刈谷児童館 10:30～11:30 

キャンディー：築地市民館 10:00～11:30  りんごちゃん：一里山市民館 10:00～11:30 

泉田地区公民館子育て支援：泉田市民館 10:00～11:30  あひる：小垣江市民館 10:00～12:00 

ちいさなお庭：フローラルガーデンよさみ 10:30～14:00  

【ありがとう ☆小山トトロ】 
刈谷市で初めて発足した子育て支援団体！当時、遊び場が少なかったため、活動を始め、あれから２０年・・・ 

“親子で遊ぶ場も増え、自分達の役目も果たせた”との想いで２８年度をもって終了することになりました。 

きっと心の居場所として癒された方も多いことでしょう。本当にお疲れさまでした。 


