
 

 

 

                      

                                

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

助産師・看護師

相談（電話での 

相談もできます） 

10月 30日(土) 

10：50～16：00 
帝京平成大学看護学科准教授・

看護師助産師 佐藤美奈子先生 

授乳、卒乳、子どもの身体の気になること 

まだことばが出てない赤ちゃんの時からことばを貯金する

ことが大切です。ママパパだけでなく、身近な大人からの声

かけもあると良いですね。ひろばでもスタッフが赤ちゃんにも

話しかけていますよ。 

もっと詳しく知りたい方はスタッフにお声がけください。岩崎

先生のレクチャーも交えつつ、お子さんの発達段階に応じた

言葉かけについてお話しましょう。 

ある日、急に思いついて昔の家族旅行を撮影したビデオ

テープを DVD にダビングすることにしました。再生画面

に映る 30 年以上も前の子どもたちは川遊びに遊園地に

と、その無邪気な姿のなんと可愛いこと。きょうだいげん

かをしたり、疲れてすねてみたりする姿や、はちきれんば

かりの笑顔に思わず見入ってしまいました。でも、しばら

くして、この幼い子どもたちともう二度と手をつないだ

り、抱っこしたりできないんだと思ったら、これまた切な

い気持ちに…。 

今は親元から離れ、それぞれの道を歩む彼らとはコロナ

もあってなかなか会えませんが、親として試行錯誤しなが

ら頑張っていたあの頃の自分を思い出して、ちょっぴりほ

めてあげたい、そんな気持ちにもなったひと時でした。 

                 スタッフ 笠井 
★相談前や、後にひろばを利用する場合は、別途当日の電話予約が必要です。 

★個別相談の日でなくても、ちょっとしたことでもひろばのスタッフにお話しください。 

どんなことでもお聞きします。 

 

公津の杜なかよしひろば Tel：0476-27-7300   E-mail：kozunakayoshi@yahoo.co.jp 

 

 12 月４日（土）になかよしひろばのクリスマスお楽しみ会でハンドベルを演奏してみませんか？練習にはお子さんと

一緒でも、ママだけででも参加できます。 
練習：10 月 21 日、28 日、11月 4 日、11 日（毎木曜）①9:30～10:15 ②10:30～11:15 ＠もりんぴあこうづ 3 階 工芸室 

11 月 18 日、25 日（毎木曜）12 月 3(金)日 9:30～10:30 ＠もりんぴあこうづ 2 階 MORI×MORI ホール 

クリスマス会当日：12 月 4 日(土) 9:30～ 練習 10:00 と 11:00 の 2 回出演 

 

 

ハンドベルを一緒に演奏しませんか 

 

個別相談はいつでも予約できます。電話またはメールで下記について 
お知らせください。 
1、公津の杜なかよしひろばの登録番号（登録済みの方） 
2、お子さんのお名前、月齢     
3、保護者のお名前、連絡先 
4、希望日・時間（発育・発達相談は④～⑦） 
①10:50～ ②11:20～ ③11:50～ 
④13:40～ ⑤14:10～ ⑥15:00～ ⑦15:30～ 

5、相談したい内容    

9月に開催した国際医療福祉大学の言語聴覚学科の 

岩崎先生による「子どもを育てることばかけ」の講座で 

子どものことばの発達について知ることができました。 

参加した皆さんの感想をご紹介します。 

子どもと遊びのやりとりの中で、子どもに共感し

たことを言葉にしてあげる。子どもが興味や関

心を持ったことに大人があわせましょう。 

どのようにことばかけしていいのか、わから

なかったのですが、子どもの気持ちに共感す

ることならできると思いました。焦らなくて

もよいとわかり安心しました 

☆見えるものを実況中継  

「ワンワンだね～」 

☆ことばのちょいたし 

「白いワンワンだね～」 

（子どもの言葉＋１が目安） 

一方的にことばを伝えるだけでは、子ども

はことばをつかえるようにはなりません。

「直接」「子どもの反応に合わせて」関わ

ることが大切です。ビデオなどを見る時は

ママパパが語りかけながら一緒に見ると

良いですね。 

 

スマホやビデオの中のことばより

直接のやり取りが大事とわかりま

した。 

気に入った絵本を繰り返し楽しみたいという、

子どもの気持ちに寄り添うことが大切です。 

絵本のことばを自分の中に蓄えているのでは。 

大好きな「だるまさんと」を楽

しむ H くん（1 歳）。お気に

入りのいちごの「ペコっ」のペ

ージをスタッフと何度も繰り

返しみていました。 

 

丸い積み木を「おかね」と 

言っていたRちゃん（2歳）。

ママが「赤いおかねだね～」

と“ことばのちょいたし”を

しながら、やりとりをしてい

ました。 

いつも同じ絵本を読みたがるので、ことばが

増えないのではと思っていましたが、繰り返

し楽しむことが良いとわかりました。 

mailto:Tel：0476-27-7300
mailto:kozunakayoshi@yahoo.co.jp


★なりた子育て応援サイトでは、なかよしひろばの情報をはじめ成田市の様々な

子育て情報が得られます。https://narita-kosodate.jp/ 

公津の杜なかよしひろばは 

NPO 法人親そだちネットワーク ビジー・ビーが 

成田市より受託運営しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 月 火 水 木 金 土 

     １ ２ 

       

３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 

  

 

BP③ 

（詳細スタッフまで） 

＊ひろばは通常どおり 

利用できます 

  おそとひろば 

10:00～11:30 

（予約不要） 

12：20まで 

 

お楽しみデー 

１０ １１ １２ １３ １４ １５ １６ 

 赤ちゃんタイム 
ハイハイ・ヨチヨチ 

13:10～14:40 

 

BP④ 

 

おそとひろば 

10:00～11:30 

（予約不要） 

 米粉ねんど 
（詳細下記） 

＊ひろばは通常どおり 

利用できます 

スタッフ研修のため 

12：20まで 

１７ １８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３ 

  

お楽しみデー 

赤ちゃんタイム 
ねんねちゃん 

13:10～14:40 

おそとひろば 

10:00～11:30 

（予約不要） 

 

 

おたんじょう会 
（詳細下記） 

＊ひろばは通常どおり 

利用できます 

パパタイム 

13:10～14:40 

 

２４/３１ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０ 

  
休所日 

 赤ちゃんタイム 

13:10～14:40 

 

  助産師・看護師 
相談 

（詳細表面） 

１０月の予定 

☆赤ちゃんタイム  
赤ちゃん親子だけの時間です。自由に遊んだり交流したりしま 

しょう。ふれあい遊びやおすすめの赤ちゃん絵本の紹介もします。 

・11 日「ハイハイ・ヨチヨチ」は 1 歳半くらいまでの赤ちゃん親子

対象です。 

＊予約は 10 日(日) 15:00～ 8 組になるまで 

・19 日「ねんねちゃん」は 2 ヵ月～6 ヶ月くらいまでの赤ちゃん 

親子対象です 

＊予約は 18 日(月) 15:00～ 8 組になるまで 

・27 日は 2 ヵ月～1 歳くらいまでの赤ちゃん親子対象です。 

＊予約は 26 日(火) 15:00～ 8 組になるまで 

 

★公津の杜なかよしひろばのホームページ 

ブログやひろばへの問い合わせもこちらからどうぞ。 
 https://kozunomori-nakayoshihiroba.jimdofree.com 

 

☆おたんじょう会（いつでもお申込みいただけます） 
１０月生まれのお子さんのお祝いの会を開きます。親子で 

お誕生日をお祝いしましょう。 

 時間：10:00～11：00 

場所：もりんぴあこうづ 2階 MORI × MORIホール 

対象：10月生まれの子どもとママパパ ＜15組＞  

申し込み：ひろばでお申し込み下さい。（電話でもOK） 
＊誕生日カードはお誕生会までにひろばで作って下さい。 

（カードはお誕生の月になったらいつでも作れます）      

 

 

＊予約制となっています。利⽤したい当⽇にひろばへお電話にて利用状況を確認して、来たい時間をお知らせください。 

下記の予約枠で入れ替え制となっています。（各回８組）＜お電話の際に、利用される人数もお伝えください＞ 

①9:00～10:30 ②10:50～12:20 ③13:10～14:40 ④15:00～16:30  

電話受付時間 8:45～16:00 ℡：0476-27-7300   ＊予約枠の間の時間は換気・消毒タイムとなります  

☆パパタイム（いつでもお申込みいただけます） 
0 歳、1 歳のパパ同士で交流しましょう。子どものいる日々の出来

事や情報交換などお話しましょう。親子遊び、読み聞かせの時間も

あります。 ― 対象：0,1 歳のお子さんとパパ 8 組 

 

☆米粉ねんど（いつでもお申込みいただけます） 

米粉から粘土を作って遊んでみましょう。サラサラの粉が

粘土になっていく過程を親子で楽しめます。 

  時間：①9:30～ ②11:00～ 

場所：もりんぴあこうづ 3 階 工芸室 

 対象：各回 ６組の親子 

＊成田市内のひろばは１日 1 回、1 施設のみ利用でお願いします。 

＊受付時に健康状態に関するチェックリストにご記入いただくこと

になりました。お手間をおかけしますがご協力をお願いします。 

＊ひろばでは名札をつけましょう。各自でご用意した名札をつけて

いただいても結構です。 

 

・食事室で食事、おやつは食べられません。飲み物、授乳は利用 

できます。 

・講座やひろばの様子をカメラ等で撮ることがあります。お便り、

ブログなどに使わせて頂くこともありますので、ご都合の悪い方

はスタッフまでお申し出ください。 

 

 

☆お楽しみデー 

4 つの予約枠すべての終了 15 分前くらいから読み聞かせや

今月のうたなどを楽しむお楽しみタイムを開催します。 

何をするかはその日のお楽しみ♪です。 

ー 予告 ― 

1１月 2１日(日) カメラ講座 

プロカメラマン坂口さんから子どもを撮影する際のコツを聞くことができます。

レクチャーの後は実際に撮影してみましょう。 

☆おそとひろば（予約不要） 

もりんぴあこうづ隣の大作台公園で親子一緒に遊びましょ

う！お砂遊びやシャボン玉もできますよ。まだ公園で遊んだこ

とのない子も、この機会におそとデビューしてみませんか？開

催時間の間はいつ来て、いつ帰っても大丈夫です。 

・持ち物 飲み物、帽子、タオル、服、下着などのお着替え 

（クツも汚れることがあります） 

・参加者のお名前、連絡先を記入して頂くことご了承ください。 


