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活動レポート
名大附属学校の避難訓練に協力

10/28（金）

「おかわり」続出！ 見付コミセンまつり

毎年、見付消防団、みつけ

約180人が参加。恒例の子

防災会、近隣住民の方々が

ども餅つきでつくったお餅

参加しています。今回は、急

を「きなこ餅、あんころ餅、

に降り出した雨の中、消防団

からみ餅」にし、ボランティ

の指導で「ブルーシートを

アさん手づくりの豚汁ととも

使った応急担架づくり」を行

に、おなかいっぱい味わい

いました。

ました。

歩行中の交通事故

手づくり学区報

12/3(土)

第15号

小学１年生が突出！
死傷者数は成人の約2.5倍。男児は女児の2倍。
約8割が家から１キロ圏内で発生しており、原因
は飛び出しがトップです。学校に慣れ始めた５～
６月から増加するので、近隣道路の危険性など
各家庭での安全指導が大切です。
※参考： 朝日新聞デジタル 2017/2/19

［特集］地域で子育て、親育ち
ふれあいの会＜花の輪＞で防災講習

子育てママを、地域が手助け。

11/2４（木）

「大地震発生後３分間を生きのびる方法」のビデオ映像を見た後、阪神
淡路大震災の被災体験者からリアルな体験談を聞きました。

最近、ひとりで子育てを頑張っているママが意外に多いと聞きます。
それを「ワンオペ育児」と呼ぶそうですが、子育てはママだけではできません。
見付学区には、そんなママたちをサポートする場がいろいろあります。

「ワンオペ育児」ってご存じですか？
見付学区成人式

「ワンオペ」とはワンオペレーションの略で、飲食店などを一人で回

「良妻賢母」が理想とされていた時代とはちがい、今、ほとんどの

テッド・カルコフによる弦楽四重奏を鑑賞。記念撮影、祝賀パーティの間じゅ

している状態です。同様に、育児をひとりで頑張り続けることを「ワ

ママは、パパが普通に帰宅して育児が一緒にできたらと思っている

う、懐かしい出会いに笑い声が絶えませんでした。

ンオペ育児」と呼びます。「イクメン」という言葉が浸透しているのに、

のではないでしょうか。しかし、ますます厳しさを増す労働環境のな

「ワンオペ育児」が続く理由として、パパの帰宅時間が遅い、単身

かで、結局は育児をひとりで抱え込んでしまうという現実があります。

赴任で生活を共にできない、頼れる親や仲間が近くにいないなど

でも、どんなに忙しくても、パパにできることがあります。それはまず、

があげられます。

ママの悩みを聞くこと。

見付小学校出身者ら次代を担う新成人が集まりました。式典のあとクヴァル

見付小トワイライトスクールで防災訓練

ひとりで抱え込まずに、助けを求めて

1/8（日）

2/8（水）

その社会背景には、少子化による子育て

先輩パパからは「短くても夫婦がお互

世帯の減少や核家族化により社会から孤

いに話し合える時間を持つことが大

正しいかぶり方を学んだ後、

立しがちになって、子育てについて学んだ

事」というアドバイスをもらっています。

地震発生との想定でシェイク

り仲間と共感し合ったりする機会が減って

マ マ も 家 庭内に 閉 じ こ も ら ず 「 思 い

いることがあります。

切って外に助けを求めることで悩み

見付消防団の指導の下、児
童2０名が参加。ヘルメットの

アウト。屋外に避難し、水消

ドッジボール： 見付学区が総合優勝！

2/19（日）

火器を使って初期消火の訓
８学区32チーム、選手521人が参加した千種区子ども会ドッジボール大会

練を行いました。

で、見付学区が３年ぶり７回目の総合優勝を勝ち取りました。
１-３年男子と４-６年女子が１位となり、接戦を制しての栄冠でした。

が軽くなる」と経験者は語ります。

ママたちにはこんな悩みが…
「ワンオペ育児」のママたちからは、 相談相

身近な支援を利用しよう

手も休む間もなく、ひとりで子育て
をこなす辛さや不安に悩む声が聞こえてきます。

集

見付学区コミュニティのよいところは「自分にできることを、できる範囲で」自発的に参加できること。
これが地域自治の基本ですよね。

【編集室】tel: 090-1754-3229 (黒岩) e-mail：Hourensou@lincom.co.jp

[4]

共感し合える仲間や他者の支えがあ

＜息抜きができない＞パパの長期出張が多く、二人の幼児の世話

ると、子育ての不安や悩みは軽くなります。同じような立場のママと

をほとんどひとりでしている状態。両方の実家も遠く頼ることができ

知り合ったり、保育士や保健師に相談したり、子どもを預けてリフ

ない。なんで私ばかり…とやりきれません。 ＜自分自身が病院へ

レッシュしたりすることで、親もひとりの人間として活気を取り戻し、

行けない＞自分が高熱を出しても、子連れでは病院へ行けない。

それがよい親子関係につながります。

ひとりで子育てしていると、熱があっても寝ていられません。＜ひと

例えば、見付学区の児童委員が開催している「ふれあいサロンみつ

りで乳幼児をお風呂に入れるのは至難の技＞ 乳幼児のお風呂は

け」は、気軽に参加でき、仲間づくりや子育て相談ができる場です。

目を離せませんし、洗い終わった子どもたちを受け取ってくれるパ

また、学区内の「どんぐり保育園」は、保育士と遊べて相談もできる

パはいない。自分は体を洗うのもそこそこに、ちゃんと服を着る間も

「子育て支援センター」としての役割も持っています。それらの子育

なく子ども優先で何とか済ませています。

て支援情報を中面で紹介しています。子育て真っ最中のママ・パ
パ！気軽に来てくださいね。
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【 みつけホウレンソウ 】
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［特集］地域で子育て、親育ち

民生委員児童委員が
改選されました。

とにかく一度のぞいてください！問題解決の糸口がきっと見つかりますよ。
親子の広場

地域子育て支援センター「みどりのおうち」

「ふれあいサロンみつけ」

0歳から就園前のお子さんとその保護者の方が気軽に集い、 ● 親子 1 組50円

どんぐり保育園内

10:00～11:30

加申し込み不要で出入りも自由。学区担当の保健師さん

● お問い合わせ
主任児童委員

が毎回、保育士さんも年２回ほど参加されるので、気兼ね
なく子育て相談ができます。

平成28年12月に新委員が委嘱されました。

小さなお子さんと家族の皆さんが、安心して子どもを遊ばせ交流できる
看護師・栄養士・保育士がママたちの悩みや質問などにアドバイスし、子

都合により変更になることがあります。

日時

場所

内容

第1回

4月12日（水）

在宅サービスセンター

移動児童館・楽しいリトミック！

第2回

5月22日（月）

見付コミセン

歯磨き上手にできるかな

どんぐり保育園 TEL （052）782-1210

第4回

7月19日（水）

在宅サービスセンター

絵本を読んでみよう

第5回

9月25日（月）

見付コミセン

子どもの食事

第6回

11月20日（月）

見付コミセン

子育てママの防災教室

第7回

12月11日（月）

在宅サービスセンター

クリスマス・パーティー

月曜／0歳児

水曜／予約不要だれでも

3月26日（月）

見付コミセン

みんなでお話しましょう

加藤

久枝

見附南町内会

下森

千枝

池園町内会

みさ 子

松竹町１ 丁目
稲舟通１ 丁目2 ～2 0
松竹町自治会

親子遊びをしませんか？

第9回

見附第一町内会

加藤

森

電話相談／月曜～金曜 10:00～15:00

在宅サービスセンター

親子遊びをしませんか？part2

好子

■ 育児相談

6月28日（水）

在宅サービスセンター

浅見

http://www.midorinooka.or.jp/donguri/kosodate.html

第3回

2月28日（水）

担当区域

松竹町自治会

千種 みどりのおうち

ホームページ

第8回

名

育て情報を提供します。参加無料です。

倉田（TEL782-8644）
水貝（TEL782-2956）

● お問い合わせ・予約
[平成29年度予定］

氏

場。どんぐり保育園の園庭・園舎で保育士と遊び、園児と交流もします。

※雨天開催、警報発令時は中止

子育てについて自由に話し合うことのできる広場です。参

民生委員児童委員の任期終了に伴い、

ふみ子

面接相談／要電話予約

■ あそぼう会

松竹町２ 丁目
末盛通４ ・ ５ 丁目自治会

10:00～11:30

飯野

朱根

南四谷自治会

西尾

加代子

唐山南自治会

山崎

久子

唐山東南部自治会

金谷

惠子

東山元町第一自治会

岩間

享子

東山元町第二自治会

園庭やホールなどで保育士と遊んだり、散歩にも行きます。

要電話予約 （前日15時までに、定員5名）

ふれあいサロンみつけ

火曜／0歳児・1歳前半児
木曜／1歳児

金曜／予約不要だれでも

■ みんなであそぼう会 月２～３回 10:00～11:30
園庭などで保育士と遊んだり、散歩にも行きます。

予約不要 どなたでも参加できます。

エンゼル訪問およびエンゼル同窓会

プール遊びの日は電話予約

長谷川

（開催日など詳しくは電話でお尋ねください）

由美

東山元町第三自治会

当日受付／9:45 どんぐり保育園
主任児童委員が区域担当の児童委員と連れ立って、生後3カ月～6カ月の初
めての赤ちゃんがいるご家庭を訪問し、地域の子育て支援情報をお届けして
います。（1歳までの初めての赤ちゃんがいる転入世帯も訪問しています）また、
その後の健全な子育てをフォローするため、訪問した親子（2歳まで）を招待
する「エンゼル同窓会」を毎年10月頃に実施しています。

（現地集合時は高峰ライオンズマンション隣の公園）

■ 子育て講習会
要予約

千種区役所「民生子ども係」 TEL （052）753-1842

千種区内の子育て情報を提供するウェブサイト
子育てネットワークちくさ

http://www.tcp-ip.or.jp/~knc/

育児疲れでリフレッシュをしたい時や、ママが病院へ行かなければならない等の緊急時に、お子さんを一時的に

千種区内の子育て情報ページです。支援関係機関が協力して、子育て相談や交流会をは

預けたりすることができます。お気軽に区役所の民生子ども係まで電話をしてください。各人の状況や希望に合わ

じめとする様々な情報を発信しています。

せた提案や紹介をしてもらえます。 ※ Ｗeb予約ではなく、電話でお尋ねください。

「子育てネットワークちくさ」でインターネット検索してアクセスしてください。
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智子

東山元町第四自治会

倉田

美幸

主任児童委員

水貝

和代

主任児童委員

（開催日など詳しくは電話でお尋ねください）

テーマ／「離乳食を食べよう」「1・2歳児の食事」「体重・身長を測ろう」
「子どもの健康と発達について」「歯の話」「親子ビクス」など。

エンゼル同窓会

リフレッシュしたい時や緊急時には、気軽に電話でたずねよう

横江
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